
号(Sub-heading) 品名 Description
2818.30 アルゲルドラート algeldrate

2833.22 アルスルフ alusulf

2842.10 アルマシラート almasilate

2842.10 シマルドラート simaldrate

2842.90 カルバルドラード carbaldrate

2842.90 硫酸アルマドラート almadrate sulfate

2842.90 アルマガート almagate

2842.90 ヒドロタルシト hydrotalcite

2842.90 マガルドラート magaldrate

2843.30 オーラノフィン auranofin

2843.30 金チオグリカニド aurothioglycanide

2843.30 金チオりんご酸ナトリウム sodium aurothiomalate

2843.30 金チオ硫酸ナトリウム sodium aurotiosulfate

2843.90 カルボプラチン carboplatin

2843.90 シスプラチン cisplatin

2843.90 デキソルマプラチン dexormaplatin

2843.90 エンロプラチン enloplatin

2843.90 イプロプラチン iproplatin

2843.90 ロバプラチン lobaplatin

2843.90 ミボプラチン miboplatin

2843.90 ネダプラチン nedaplatin

2843.90 オルマプラチン ormaplatin

2843.90 オキサリプラチン oxaliplatin

2843.90 セブリプラチン sebriplatin

2843.90 スピロプラチン spiroplatin

2843.90 ゼニプラチン zeniplatin

2844.40 アルツモマブ altumomab

2844.40 塩化セシウム(131 Cs) cesium (131 Cs) chloride

2844.40 クロルメロドリン(197 Hg) chlormerodrin (197 Hg)

2844.40 シアノコバラミン(57 Co) cyanocobalamin (57 Co)

2844.40 シアノコバラミン(58 Co) cyanocobalamin (58 Co)

2844.40 シアノコバラミン(60 Co) cyanocobalamin (60 Co)

2844.40 エチオダイズド油(131Ⅰ) ethiodized oil (131 I)

2844.40 くえん酸第二鉄(59 Fe)注射液 ferric (59 Fe) citrate injection

2844.40 フィブリノゲン(125Ⅰ) fibrinogen (125 I)

2844.40 フルデオキシグルコース(18 F) fludeoxyglucose (18 F)

2844.40 フルオロドパ(18 F) fluorodopa (18 F)

2844.40 くえん酸ガリウム(67 Ga) gallium (67 Ga) citrate

2844.40 金コロイド(198 Au) gold (198 Au), colloidal

2844.40 イオベングアン(131Ⅰ) iobenguane (131 I)

2844.40 よう化人血清アルブミン(125Ⅰ) iodinated (125 I) human serum albumin

2844.40 よう化人血清アルブミン(131Ⅰ) iodinated (131 I) human serum albumin

2844.40 ヨードセチル酸(123Ⅰ) iodocetilic acid (123 I)

2844.40 ヨードコレステロール(131Ⅰ) iodocholesterol (131 I)

2844.40 イオフェタミン(123Ⅰ) iofetamine (123 I)

2844.40 イオマゼニール(123Ⅰ) iomazenil (123 I)

2844.40 イオメチン(125Ⅰ) iometin (125 I)

2844.40 イオメチン(131Ⅰ) iometin (131 I)

2844.40 マクロサルブ(131Ⅰ) macrosalb (131 I)

2844.40 マクロサルブ(99m Tc) macrosalb (99m Tc)

2844.40 メリソプロール(197 Hg) merisoprol (197 Hg)

2844.40 ローズベンガルナトリウム(131Ⅰ) rose bengal (131 I) sodium

2844.40 サツモマブ satumomab

2844.40 セレノメチオニン(75 Se) selenomethionine (75 Se)

2844.40 クロム酸ナトリウム(51 Cr) sodium chromate (51 Cr)

2844.40 よう化ナトリウム(125Ⅰ) sodium iodide (125 I)

2844.40 よう化ナトリウム(131Ⅰ) sodium iodide (131 I)

2844.40 よう化ヒプル酸ナトリウム(131Ⅰ) sodium iodohippurate (131 I)

付表ⅠA　指定を受けた医薬品の有効成分
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号(Sub-heading) 品名 Description
2844.40 イオタラム酸ナトリウム(125Ⅰ) sodium iotalamate (125 I)

2844.40 イオタラム酸ナトリウム(131Ⅰ) sodium iotalamate (131 I)

2844.40 りん酸ナトリウム(32 P) sodium phosphate (32 P)

2844.40 ビシサートテクネチウム(99m Tc) technetium (99m Tc) bicisate

2844.40 セスタミビテクネチウム(99m Tc) technetium (99m Tc) sestamibi

2844.40 シボロキシムテクネチウム(99m Tc) technetium (99m Tc) siboroxime

2844.40 テボロキシムテクネチウム(99m Tc) technetium (99m Tc) teboroxime

2844.40 トルポビドン(131Ⅰ) tolpovidone (131 I)

2844.40 キセノン(133 Xe) xenon (133 Xe)

2845.90 フルダラニン fludalanine

2845.90 ボロカプタートナトリウム(10 B) sodium borocaptate (10 B)

2845.90 ジラスコルブ(2 H) zilascorb (2 H)

2846.90 ガドベン酸 gadobenic acid

2846.90 ガドブトロール gadobutrol

2846.90 ガドジアミド gadodiamide

2846.90 ガドペナミド gadopenamide

2846.90 ガドペンテト酸 gadopentetic acid

2846.90 ガドテル酸 gadoteric acid

2846.90 ガドテリドール gadoteridol

2902.19 シクロプロパン cyclopropane

2902.90 テマロテン temarotene

2903.49 クリオフルオラン cryofluorane

2903.49 ハロタン halothane

2903.49 ペルフルブロン perflubron

2903.49 テフルラン teflurane

2903.59 ブロモシクレン bromocyclen

2903.59 ペルフルナフェン perflunafene

2903.62 クロフェノタン clofenotane

2903.69 ブロパレストロール broparestrol

2903.69 塩化フェニオジウム feniodium chloride

2903.69 フルレトフェン fluretofen

2903.69 ミトタン mitotane

2904.10 エグアレン egualen

2904.10 ジブナートエチル ethyl dibunate

2904.10 ジブナートナトリウム sodium dibunate

2904.10 グアレナートナトリウム sodium gualenate

2904.90 ジメチオダールナトリウム dimethiodal sodium

2904.90 メチオダールナトリウム methiodal sodium

2905.29 メチルペンチノール methylpentynol

2905.39 ゲムカジオール gemcadiol

2905.39 プラウノトール plaunotol

2905.49 マンノスルファン mannosulfan

2905.51 エトクロルビノール ethchlorvynol

2905.59 ブロノポール bronopol

2905.59 ブスルファン busulfan

2905.59 クロロブタノール chlorobutanol

2905.59 デブロポール debropol

2905.59 ロプロジオール loprodiol

2905.59 ミトブロニトール mitobronitol

2905.59 ミトラクトール mitolactol

2905.59 トレオスルファン treosulfan

2906.11 ラセメントール racementhol

2906.19 ボランジオール bolandiol

2906.19 カルシポトリオール calcipotriol

2906.19 シメパノール cimepanol

2906.19 ジヒドロタキステロール dihydrotachysterol

2906.19 レボメノール levomenol

2906.29 ドレチネル doretinel

2906.29 フェニペントール fenipentol

2906.29 フェンペンタジオール fenpentadiol
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号(Sub-heading) 品名 Description
2906.29 フルメシノール flumecinol

2906.29 メタグリコドール metaglycodol

2906.29 フェナグリコドール phenaglycodol

2906.29 プロクロノール proclonol

2907.19 アミルメタクレソール amylmetacresol

2907.19 シクロメノール cyclomenol

2907.19 プロポフォール propofol

2907.19 キシボルノール xibornol

2907.29 ベンゼストロール benzestrol

2907.29 ジエネストロール dienestrol

2907.29 ジエチルスチルベストロール diethylstilbestrol

2907.29 ゲロキノール geroquinol

2907.29 ヘキセストロール hexestrol

2907.29 マソプロコール masoprocol

2907.29 メテストロール methestrol

2908.10 ビブロカトール bibrocathol

2908.10 ビクロチモール biclotymol

2908.10 ビフルラノール bifluranol

2908.10 クロロクレソール chlorocresol

2908.10 クロロキシレノール chloroxylenol

2908.10 シクリオメノール cicliomenol

2908.10 クロホクトール clofoctol

2908.10 クロリンダノール clorindanol

2908.10 クロロフェン clorofene

2908.10 ジクロロフェン dichlorophen

2908.10 ジクロロキシレノール dichloroxylenol

2908.10 エノフェラスト enofelast

2908.10 ヘキサクロロフェン hexachlorophene

2908.10 ペンタフルラノール pentafluranol

2908.10 テルフルラノール terfluranol

2908.20 ドベシル酸カルシウム calcium dobesilate

2908.20 ジクレスレン dicresulene

2908.20 ペルシル酸 persilic acid

2908.20 スルトシル酸 sultosilic acid

2908.90 ニクロホラン niclofolan

2908.90 ニトロクロフェン nitroclofene

2909.19 デスフルラン desflurane

2909.19 エンフルラン enflurane

2909.19 フルロチル flurotyl

2909.19 フルロキセン fluroxene

2909.19 イソフルラン isoflurane

2909.19 メトキシフルラン methoxyflurane

2909.19 ロフルラン roflurane

2909.19 セボフルラン sevoflurane

2909.20 アリフルラン aliflurane

2909.30 クロロトリアニセン chlorotrianisene

2909.30 エントスホン entsufon

2909.30 エトフェンプロクス etofenprox

2909.30 ハロプロジン haloprogin

2909.30 プロメストリエン promestriene

2909.49 バチロール batilol

2909.49 クロラロドール chloralodol

2909.49 クロルフェネシン chlorphenesin

2909.49 ジブプロール dibuprol

2909.49 フェブプロール febuprol

2909.49 フェノシノール fenocinol

2909.49 フロベリン floverine

2909.49 グアイエトリン guaietolin

2909.49 グアイフェネシン guaifenesin

2909.49 メフェネシン mephenesin
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号(Sub-heading) 品名 Description
2909.49 ナプロキソール naproxol

2909.49 ニレストリオール nilestriol

2909.49 ペトリクロラール petrichloral

2909.49 テルブプロール terbuprol

2909.49 トロキシクロリノール toloxychlorinol

2909.50 フラメノール flamenol

2909.50 メキノール mequinol

2909.50 モノベンゾン monobenzone

2909.50 スルホガヤコール sulfogaiacol

2909.50 トリクロサン triclosan

2910.90 ジエルドリン dieldrin

2910.90 エトグルシド etoglucid

2912.19 グルタラール glutaral

2914.19 テプレノン teprenone

2914.29 ボルネロン bornelone

2914.29 デランテロン delanterone

2914.29 プロメスタン plomestane

2914.39 ジファシノン diphacinone

2914.39 フルインダロール fluindarol

2914.39 フェニンジオン phenindione

2914.39 キセニペントン xenipentone

2914.40 アルファドロン alfadolone

2914.40 アルファキサロン alfaxalone

2914.40 アマジノン amadinone

2914.40 ベノルテロン benorterone

2914.40 ブドチタン budotitane

2914.40 クロプレドノール cloprednol

2914.40 コレストロン colestolone

2914.40 コルトドキソン cortodoxone

2914.40 シクロプレグノール cyclopregnol

2914.40 ジメプレグネン dimepregnen

2914.40 エルタノロン eltanolone

2914.40 エンドリソン endrisone

2914.40 ホルメスタン formestane

2914.40 ゲスタジエノール gestadienol

2914.40 イソプレドニデン isoprednidene

2914.40 ノメゲストロール nomegestrol

2914.40 オキセンドロン oxendolone

2914.40 オキシソプレド oxisopred

2914.40 レナノロン renanolone

2914.40 リオプロスチル rioprostil

2914.40 トレンボロン trenbolone

2914.40 キセニグロキサール xenygloxal

2914.50 アニシンジオン anisindione

2914.50 アボベンゾン avobenzone

2914.50 ブタントロン butantrone

2914.50 シオテロネル cioteronel

2914.50 クロフェノキシド clofenoxyde

2914.50 シクロバロン cyclovalone

2914.50 ジオキシベンゾン dioxybenzone

2914.50 ジトラノール dithranol

2914.50 エキシホン exifone

2914.50 フロプロピオン flopropione

2914.50 ケトキサール ketoxal

2914.50 メトカルコン metochalcone

2914.50 メキセノン mexenone

2914.50 ナブメトン nabumetone

2914.50 ナフトノン naphthonone

2914.50 オクタベンゾン octabenzone

2914.50 オキソプロストール oxoprostol
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号(Sub-heading) 品名 Description
2914.50 オキシベンゾン oxybenzone

2914.50 パロキシプロピオン paroxypropione

2914.50 キンボロン quinbolone

2914.50 テブフェロン tebufelone

2914.69 ブパルバクォン buparvaquone

2914.69 ダントロン dantron

2914.69 デスアスピジン desaspidin

2914.69 ドセベノン docebenone

2914.69 イデベノン idebenone

2914.69 メナテトレノン menatetrenone

2914.69 メノクトン menoctone

2914.69 パルバクォン parvaquone

2914.69 テトロキノン tetroquinone

2914.69 ユビデカレノン ubidecarenone

2914.70 アリルドン arildone

2914.70 アトバクォン atovaquone

2914.70 ブロミンジオン bromindione

2914.70 クロリンジオン clorindione

2914.70 ドキシベタソール doxibetasol

2914.70 フルインジオン fluindione

2914.70 フルメドロキソン flumedroxone

2914.70 ハロコルトロン halocortolone

2914.70 ヒドロマジノン hydromadinone

2914.70 イソブロミンジオン isobromindione

2914.70 重亜硫酸メナジオンナトリウム menadione sodium bisulfite

2914.70 ニテカポン nitecapone

2914.70 ニビメドン nivimedone

2914.70 スリソベンゾン sulisobenzone

2914.70 トルカポン tolcapone

2915.39 アセブロコール acebrochol

2915.39 アセフルラノール acefluranol

2915.39 ブナプロラスト bunaprolast

2915.39 シクロフェニル cyclofenil

2915.39 フェナブテン fenabutene

2915.39 ロナパレン lonapalene

2915.39 トリアセチン triacetin

2915.50 オレストラート orestrate

2915.70 トリパルミチン tripalmitin

2915.90 ヨーデトリル iodetryl

2915.90 オクタン酸 octanoic acid

2915.90 バルプロ酸ピボキシル valproate pivoxil

2915.90 バルプロ酸セミナトリウム valproate semisodium

2915.90 バルプロ酸 valproic acid

2916.15 トリオレイン酸ソルビタン sorbitan trioleate

2916.19 ドコネキセント doconexent

2916.19 ガモレン酸 gamolenic acid

2916.19 ゲフェルナート gefarnate

2916.19 イコサペント icosapent

2916.19 モルファルナート molfarnate

2916.20 シクロト酸 cicrotoic acid

2916.20 フェンフルスリン fenfluthrin

2916.20 ロキサナスト loxanast

2916.20 ペルメトリン permethrin

2916.20 フェノトリン phenothrin

2916.39 ブチブフェン butibufen

2916.39 シクロプロフェン cicloprofen

2916.39 クリダナク clidanac

2916.39 エカベト ecabet

2916.39 エスフルルビプロフェン esflurbiprofen

2916.39 フェルビナク felbinac
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号(Sub-heading) 品名 Description
2916.39 フェンクロラク fenclorac

2916.39 フェネリトロール feneritrol

2916.39 フェネストレル fenestrel

2916.39 フルプロフェン fluprofen

2916.39 フルルビプロフェン flurbiprofen

2916.39 ヘキサプロフェン hexaprofen

2916.39 イブフェナク ibufenac

2916.39 イオフェンジラート iofendylate

2916.39 イソプロフェン isoprofen

2916.39 メキソプロフェン mexoprofen

2916.39 ナフカプロ酸 nafcaproic acid

2916.39 ペルレチン pelretin

2916.39 テトリプロフェン tetriprofen

2916.39 キセナリピン xenalipin

2916.39 キセンブシン xenbucin

2916.39 キセニヘキセン酸 xenyhexenic acid

2917.13 アゼライン酸 azelaic acid

2917.19 ドクサートナトリウム docusate sodium

2917.19 こはく酸ヒドロキシジオンナトリウム hydroxydione sodium succinate

2917.20 トカンフィル tocamphyl

2917.34 フタロフィン ftalofyne

2918.11 シクラクタート ciclactate

2918.16 グルカルドラートカリウム potassium glucaldrate

2918.19 アセブル酸 aceburic acid

2918.19 アルファプロストール alfaprostol

2918.19 アタプロスト ataprost

2918.19 グルコヘプトナートカルシウム calcium glucoheptonate

2918.19 サッカラートカルシウム calcium saccharate

2918.19 フェリクラートカルシウムナトリウム calcium sodium ferriclate

2918.19 カルボプロスト carboprost

2918.19 ケノデオキシコール酸 chenodeoxycholic acid

2918.19 シクロキシル酸 cicloxilic acid

2918.19 シプロステン ciprostene

2918.19 クリンプロスト clinprost

2918.19 シクランデレート cyclandelate

2918.19 シクロブト酸 cyclobutoic acid

2918.19 シクロブチロール cyclobutyrol

2918.19 デロキソロン deloxolone

2918.19 ジノプロスト dinoprost

2918.19 フェンシブチロール fencibutirol

2918.19 イブベリン ibuverine

2918.19 イロプロスト iloprost

2918.19 ラタノプロスト latanoprost

2918.19 ロデラベン lodelaben

2918.19 メグルトール meglutol

2918.19 メテネプロスト meteneprost

2918.19 ナキサプロステン naxaprostene

2918.19 ノクロプロスト nocloprost

2918.19 プレウロムリン pleuromulin

2918.19 プラバスタチン pravastatin

2918.19 プロスタレン prostalene

2918.19 ロサプロストール rosaprostol

2918.19 ヘキサシクロナートナトリウム sodium hexacyclonate

2918.19 トレトカン酸 trethocanic acid

2918.19 ウルソデオキシコール酸 ursodeoxycholic acid

2918.22 グアセチサール guacetisal

2918.22 サラフィブラート salafibrate

2918.23 ホモサラート homosalate

2918.23 サルサラート salsalate

2918.23 スルプロサール sulprosal
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号(Sub-heading) 品名 Description
2918.29 クロリンダン酸 clorindanic acid

2918.29 シナリン cynarine

2918.29 ジフルニサル diflunisal

2918.29 ジピロセチル dipyrocetyl

2918.29 フルフェニサール flufenisal

2918.29 ゲンチジン酸 gentisic acid

2918.29 ヒドロキシトルイル酸 hydroxytoluic acid

2918.29 イオフェノ酸 iophenoic acid

2918.29 フェニオドールナトリウム pheniodol sodium

2918.29 ゲンチジン酸ナトリウム sodium gentisate

2918.29 テルブフィシン terbuficin

2918.29 トリフルサール triflusal

2918.30 ブクロクス酸 bucloxic acid

2918.30 デヒドロコール酸 dehydrocholic acid

2918.30 フェンブフェン fenbufen

2918.30 フロランチロン florantyrone

2918.30 ヘキサシプロン hexacyprone

2918.30 イタノキソン itanoxone

2918.30 ケトプロフェン ketoprofen

2918.30 レキソフェナク lexofenac

2918.30 ロキソプロフェン loxoprofen

2918.30 メンブトン menbutone

2918.30 メトブフェン metbufen

2918.30 ピベカルブ pibecarb

2918.30 デヒドロコール酸ナトリウム sodium dehydrocholate

2918.90 アセチロマート acetiromate

2918.90 アシトレチン acitretin

2918.90 アダパレン adapalene

2918.90 アルクロフェナク alclofenac

2918.90 アルプロスタジル alprostadil

2918.90 クロフィブラートアルミニウム aluminium clofibrate

2918.90 アニサクリル anisacril

2918.90 アルバプロスチル arbaprostil

2918.90 バケプロフェン bakeprofen

2918.90 バキシトジン baxitozine

2918.90 ベクロブラート beclobrate

2918.90 ブロメブル酸 bromebric acid

2918.90 ブタプロスト butaprost

2918.90 クロフィブラートカルシウム calcium clofibrate

2918.90 カンレノ酸 canrenoic acid

2918.90 カルベノキソロン carbenoxolone

2918.90 シカプロスト cicaprost

2918.90 シクロキソロン cicloxolone

2918.90 シナメト酸 cinametic acid

2918.90 シンフェノアク cinfenoac

2918.90 シノキサート cinoxate

2918.90 シノキソロン cinoxolone

2918.90 シプロフィブラート ciprofibrate

2918.90 クリノフィブラート clinofibrate

2918.90 クロブザリット clobuzarit

2918.90 クロフィブラート clofibrate

2918.90 クロフィブル酸 clofibric acid

2918.90 クロモキシル clomoxir

2918.90 クロプロステノール cloprostenol

2918.90 デルプロステナート delprostenate

2918.90 デプロスチル deprostil

2918.90 ジアセレイン diacerein

2918.90 ジメクロト酸 dimecrotic acid

2918.90 ジモキサプロスト dimoxaprost

2918.90 ジノプロストン dinoprostone
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号(Sub-heading) 品名 Description
2918.90 ドキサプロスト doxaprost

2918.90 デュロフィブラート dulofibrate

2918.90 エニソプロスト enisoprost

2918.90 エノキソロン enoxolone

2918.90 エンプロスチル enprostil

2918.90 エプタロプロスト eptaloprost

2918.90 エタクリン酸 etacrynic acid

2918.90 エトモキシル etomoxir

2918.90 エトレチナート etretinate

2918.90 エキシプロベン exiproben

2918.90 フェンクロフェナク fenclofenac

2918.90 フェニロフィブラート fenirofibrate

2918.90 フェノフィブラート fenofibrate

2918.90 フェノプロフェン fenoprofen

2918.90 フェンプロスタレン fenprostalene

2918.90 フェペントール酸 fepentolic acid

2918.90 フルノプロスト flunoprost

2918.90 フルオコルチン fluocortin

2918.90 フルプロステノール fluprostenol

2918.90 フロキシプロスト froxiprost

2918.90 ゲメプロスト gemeprost

2918.90 ゲンフィブロジル gemfibrozil

2918.90 インダクリノン indacrinone

2918.90 ヨードフタレインナトリウム iodophthalein sodium

2918.90 リフィブロール lifibrol

2918.90 リマプロスト limaprost

2918.90 ロナプロフェン lonaprofen

2918.90 ロスミプロフェン losmiprofen

2918.90 クロフィブラートマグネシウム magnesium clofibrate

2918.90 メングリタート menglytate

2918.90 メタレネストリル methallenestril

2918.90 メトプレン methoprene

2918.90 メキシプロスチル mexiprostil

2918.90 ミソプロストール misoprostol

2918.90 ナフェノピン nafenopin

2918.90 ナプロキセン naproxen

2918.90 オルノプロスチル ornoprostil

2918.90 オキシンダナク oxindanac

2918.90 オクスプレノアートカリウム oxprenoate potassium

2918.90 パルモキシル酸 palmoxiric acid

2918.90 ペンプロステン penprostene

2918.90 フェノブチオジル phenobutiodil

2918.90 カンレノ酸カリウム potassium canrenoate

2918.90 レミプロストール remiprostol

2918.90 シンフィブラート simfibrate

2918.90 シトフィブラート sitofibrate

2918.90 グルカスパルドラートナトリウム sodium glucaspaldrate

2918.90 ソファルコン sofalcone

2918.90 テルブフィブロール terbufibrol

2918.90 チロプロプ酸 thyropropic acid

2918.90 チラトリコール tiratricol

2918.90 トレピブトン trepibutone

2918.90 トリモプロスチル trimoprostil

2918.90 ツカレソール tucaresol

2918.90 ウノプロストン unoprostone

2918.90 ベラレソール velaresol

2918.90 ビプロストール viprostol

2919.00 アトリノシトール atrinositol

2919.00 ブロモフェノホス bromofenofos

2919.00 クロルフェンビンホス chlorfenvinphos
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2919.00 ジクロルボス dichlorvos

2919.00 フルホサール flufosal

2919.00 ホスフェストロール fosfestrol

2919.00 ホスホサール fosfosal

2919.00 フィチン酸 fytic acid

2919.00 トリクロホス triclofos

2919.00 ビンコホス vincofos

2920.10 ブロモホス bromophos

2920.10 フェンクロルホス fenchlorphos

2920.90 クロニトラート clonitrate

2920.90 クロレタート cloretate

2920.90 四硝酸エリトリチル eritrityl tetranitrate

2920.90 六硝酸マンニトール mannitol hexanitrate

2920.90 硫酸メナジオールナトリウム menadiol sodium sulfate

2920.90 四硝酸ペンタエリトリチル pentaerithrityl tetranitrate

2920.90 ペントリニトロール pentrinitrol

2920.90 プロパチルニトラート propatylnitrate

2920.90 エタスルファートナトリウム sodium etasulfate

2920.90 硫酸テトラデシルナトリウム sodium tetradecyl sulfate

2920.90 ウルスルコール酸 ursulcholic acid

2921.12 エタンシラート etamsylate

2921.19 ブチナミン butynamine

2921.19 クロルメチン chlormethine

2921.19 デクタフルル dectaflur

2921.19 ジマンチン dimantine

2921.19 ジプロブチン diprobutine

2921.19 ヘタフルル hetaflur

2921.19 イプロヘプチン iproheptine

2921.19 イソメトヘプテン isometheptene

2921.19 オクタミルアミン octamylamine

2921.19 オクトドリン octodrine

2921.19 ペルフルアミン perfluamine

2921.19 タウリン taurine

2921.19 ツアミノヘプタン tuaminoheptane

2921.19 トリクロルメチン trichlormethine

2921.29 臭化ヘキサジメトリン hexadimethrine bromide

2921.29 トリエンチン trientine

2921.30 アマンタジン amantadine

2921.30 シクロペンタミン cyclopentamine

2921.30 ジメカミン dimecamine

2921.30 レボプロピルヘキセドリン levopropylhexedrine

2921.30 メカミルアミン mecamylamine

2921.30 メマンチン memantine

2921.30 プロピルヘキセドリン propylhexedrine

2921.30 リマンタジン rimantadine

2921.30 ソマンタジン somantadine

2921.45 クロルナファジン chlornaphazine

2921.45 セルトラリン sertraline

2921.45 タメトラリン tametraline

2921.46 アンフェタミン amfetamine

2921.46 ベンツフェタミン benzfetamine

2921.46 デキサンフェタミン dexamphetamine

2921.46 エチランフェタミン etilamfetamine

2921.46 フェンカンファミン fencamfamin

2921.46 レフェタミン lefetamine

2921.46 レバンフェタミン levamfetamine

2921.46 メフェノレクス mefenorex

2921.46 フェンテルミン phentermine

2921.49 アルフェタミン alfetamine

2921.49 アルベリン alverine
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号(Sub-heading) 品名 Description
2921.49 アンフェペントレクス amfepentorex

2921.49 アミトリプチリン amitriptyline

2921.49 ベンゾクタミン benzoctamine

2921.49 ブテナフィン butenafine

2921.49 ブチキシラート butixirate

2921.49 ブトリプチリン butriptyline

2921.49 クロルフェンテルミン chlorphentermine

2921.49 クロベンゾレクス clobenzorex

2921.49 クロルテルミン clortermine

2921.49 シクロベンザプリン cyclobenzaprine

2921.49 シペナミン cypenamine

2921.49 デメルベリン demelverine

2921.49 デキスフェンフルラミン dexfenfluramine

2921.49 ジベメチン dibemethine

2921.49 ジイソプロミン diisopromine

2921.49 ジメファダン dimefadane

2921.49 ジメタンフェタミン dimetamfetamine

2921.49 ドロプレニラミン droprenilamine

2921.49 エチシクリジン eticyclidine

2921.49 エチフェルミン etifelmine

2921.49 フェンジリン fendiline

2921.49 フェンフルラミン fenfluramine

2921.49 フルオトラセン fluotracen

2921.49 ガンフェキシン gamfexine

2921.49 ヘプタベリン heptaverine

2921.49 イグメシン igmesine

2921.49 インダトラリン indatraline

2921.49 インドリリン indriline

2921.49 イントリプチリン intriptyline

2921.49 レボフェンフルラミン levofenfluramine

2921.49 リトラセン litracen

2921.49 マプロチリン maprotiline

2921.49 メリトラセン melitracen

2921.49 メフェンテルミン mephentermine

2921.49 モフェギリン mofegiline

2921.49 ナフチフィン naftifine

2921.49 ノルトリプチリン nortriptyline

2921.49 オクトリプチリン octriptyline

2921.49 オルテタミン ortetamine

2921.49 パルギリン pargyline

2921.49 ペントレクス pentorex

2921.49 フェンプロメタミン phenpromethamine

2921.49 プラミベリン pramiverine

2921.49 プレニラミン prenylamine

2921.49 プロトリプチリン protriptyline

2921.49 セレギリン selegiline

2921.49 シブトラミン sibutramine

2921.49 テルビナフィン terbinafine

2921.49 テロジリン terodiline

2921.49 トルプロパミン tolpropamine

2921.49 トラニルシプロミン tranylcypromine

2921.49 トリメキシリン trimexiline

2921.59 アミフラミン amiflamine

2921.59 アプリンジン aprindine

2921.59 ブロムヘキシン bromhexine

2921.59 フェクレミン feclemine

2922.11 オレイン酸モノエタノールアミン monoethanolamine oleate

2922.14 デキストロプロポキシフェン dextropropoxyphene

2922.19 アセチルメサドール acetylmethadol

2922.19 アダフェノキサート adafenoxate
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2922.19 アジフェニン adiphenine

2922.19 アリマドール alimadol

2922.19 アルファセチルメサドール alphacetylmethadol

2922.19 アルファメサドール alphamethadol

2922.19 アンブロキソール ambroxol

2922.19 アミフロベリン amifloverine

2922.19 アミテロール amiterol

2922.19 アプロフェン aprofene

2922.19 アルノロール arnolol

2922.19 アブリジン avridine

2922.19 アザコステロール azacosterol

2922.19 ベナクチジン benactyzine

2922.19 ベナプリジン benaprizine

2922.19 ベンシクラン bencyclane

2922.19 ベンフルオレクス benfluorex

2922.19 ベータセチルメサドール betacetylmethadol

2922.19 ベータメサドール betamethadol

2922.19 ビフェメラン bifemelane

2922.19 ボルナプリン bornaprine

2922.19 ブロマジン bromazine

2922.19 ブフェナドリン bufenadrine

2922.19 ブテタマート butetamate

2922.19 ブチドリン butidrine

2922.19 ブトベンジン butobendine

2922.19 カラミフェン caramiphen

2922.19 セリクラミン cericlamine

2922.19 クロルフェノキサミン chlorphenoxamine

2922.19 シロバミン cilobamine

2922.19 シンフェニン cinfenine

2922.19 シンナマベリン cinnamaverine

2922.19 シンナメドリン cinnamedrine

2922.19 クレメプロール clemeprol

2922.19 クレンブテロール clenbuterol

2922.19 クロブチノール clobutinol

2922.19 クロフェダノール clofedanol

2922.19 クロフェンシクラン clofenciclan

2922.19 クロフェネタミン clofenetamine

2922.19 クロミフェン clomifene

2922.19 クロルギリン clorgiline

2922.19 クロルプレナリン clorprenaline

2922.19 クリスナトール crisnatol

2922.19 シプロデナート cyprodenate

2922.19 ダポキセチン dapoxetine

2922.19 デラムシクラン deramciclane

2922.19 デキスプロキシブテン dexproxibutene

2922.19 デキストロフェミン dextrofemine

2922.19 ジシクロベリン dicycloverine

2922.19 ジメフェプタノール dimepheptanol

2922.19 ジメプラノール dimepranol

2922.19 ジフェンヒドラミン diphenhydramine

2922.19 ドロブリン drobuline

2922.19 ドロフェニン drofenine

2922.19 エデトール edetol

2922.19 エルカイン elucaine

2922.19 エンブラミン embramine

2922.19 エンクロミフェン enclomifene

2922.19 エタンブトール ethambutol

2922.19 エトロレクス etolorex

2922.19 エトロキサミン etoloxamine

2922.19 フェプラジノール fepradinol
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2922.19 フレロブテロール flerobuterol

2922.19 フルドレクス fludorex

2922.19 フルナミン flunamine

2922.19 フルオキセチン fluoxetine

2922.19 ハロファントリン halofantrine

2922.19 ハロナミン halonamine

2922.19 ヘプタミノール heptaminol

2922.19 ヘキサプラドール hexapradol

2922.19 ヘキシルカイン hexylcaine

2922.19 インプロスルファン improsulfan

2922.19 インダノレクス indanorex

2922.19 トシル酸イトラミン itramin tosilate

2922.19 ラウリキサミン laurixamine

2922.19 レバセチルメサドール levacetylmethadol

2922.19 レボプロポキシフェン levopropoxyphene

2922.19 レボプロチリン levoprotiline

2922.19 マブテロール mabuterol

2922.19 マンノムスチン mannomustine

2922.19 メクロフェノキサート meclofenoxate

2922.19 メクロキサミン mecloxamine

2922.19 メグルミン meglumine

2922.19 メプリルカイン meprylcaine

2922.19 メキシレチン mexiletine

2922.19 モキサプリンジン moxaprindine

2922.19 モキサスチン moxastine

2922.19 ミララクト myralact

2922.19 ミルテカイン myrtecaine

2922.19 ナモキシラート namoxyrate

2922.19 ネキセリジン nexeridine

2922.19 ニフェナロール nifenalol

2922.19 ニソキセチン nisoxetine

2922.19 ノルアシメサドール noracymethadol

2922.19 オラフルル olaflur

2922.19 オルフェナドリン orphenadrine

2922.19 オキサプロチリン oxaprotiline

2922.19 フェノキシベンズアミン phenoxybenzamine

2922.19 フェニルトロキサミン phenyltoloxamine

2922.19 プレノベリン prenoverine

2922.19 プロアジフェン proadifen

2922.19 プロネタロール pronetalol

2922.19 プロパノカイン propanocaine

2922.19 プロキシブテン proxibutene

2922.19 ラセフェミン racefemine

2922.19 ラムシクラン ramciclane

2922.19 リトロスルファン ritrosulfan

2922.19 サフィンゴール safingol

2922.19 セプロキセチン seproxetine

2922.19 セタジンドール setazindol

2922.19 ステバラジル stevaladil

2922.19 タモキシフェン tamoxifen

2922.19 トフェナシン tofenacin

2922.19 トモキセチン tomoxetine

2922.19 トレミフェン toremifene

2922.19 トレカドリン trecadrine

2922.19 トレプチラミン treptilamine

2922.19 トロールニトラート trolnitrate

2922.19 トロメタモール trometamol

2922.19 ツロブテロール tulobuterol

2922.19 ボグリボース voglibose

2922.19 ズクロミフェン zuclomifene
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2922.19 アダプロロール adaprolol

2922.19 アルプラフェノン alprafenone

2922.19 アルプレノロール alprenolol

2922.19 ベルラフェノン berlafenone

2922.19 ベタキソロール betaxolol

2922.19 ビソプロロール bisoprolol

2922.19 ボルナプロロール bornaprolol

2922.19 ブノロール bunolol

2922.19 ブプラノロール bupranolol

2922.19 ブタミラート butamirate

2922.19 ブトフィロロール butofilolol

2922.19 シクロプロロール cicloprolol

2922.19 シナモロール cinamolol

2922.19 クロラノロール cloranolol

2922.19 シクロペントレート cyclopentolate

2922.19 デコミノール decominol

2922.19 デナベリン denaverine

2922.19 デタノサール detanosal

2922.19 デキスプロプラノロール dexpropranolol

2922.19 ジエチフェン dietifen

2922.19 ジフェメリン difemerine

2922.19 ジフェテロール difeterol

2922.19 ジメノキサドール dimenoxadol

2922.19 ジプラフェノン diprafenone

2922.19 ドロロキシフェン droloxifene

2922.19 エシプラミジル ecipramidil

2922.19 エリコロール ericolol

2922.19 エスモロール esmolol

2922.19 エタフェノン etafenone

2922.19 エキサプロロール exaprolol

2922.19 フェドトジン fedotozine

2922.19 フェナルコミン fenalcomine

2922.19 フルソキソロール flusoxolol

2922.19 ガングレフェン ganglefene

2922.19 グアフェカイノール guafecainol

2922.19 グアイアクタミン guaiactamine

2922.19 ヘキソベンジン hexobendine

2922.19 イドロプラノロール idropranolol

2922.19 インデノロール indenolol

2922.19 イプロキサミン iproxamine

2922.19 ケトカイン ketocaine

2922.19 レボベタキソロール levobetaxolol

2922.19 レボブノロール levobunolol

2922.19 レボモプロロール levomoprolol

2922.19 メドリルアミン medrylamine

2922.19 メプラミジル mepramidil

2922.19 メチプラノロール metipranolol

2922.19 メトプロロール metoprolol

2922.19 ミネペンタート minepentate

2922.19 モプロロール moprolol

2922.19 モキシシリト moxisylyte

2922.19 ナドロール nadolol

2922.19 ナフェトロール nafetolol

2922.19 オキセラジン oxeladin

2922.19 オクスプレノロール oxprenolol

2922.19 オキシブチニン oxybutynin

2922.19 パノミフェン panomifene

2922.19 パレトキシカイン parethoxycaine

2922.19 パルゲベリン pargeverine

2922.19 パルゴロール pargolol
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2922.19 ペンブトロール penbutolol

2922.19 ペントキシベリン pentoxyverine

2922.19 プレナルテロール prenalterol

2922.19 プロシノロール procinolol

2922.19 プロパフェノン propafenone

2922.19 プロプラノロール propranolol

2922.19 ロシベリン rociverine

2922.19 サルポグレラート sarpogrelate

2922.19 ソルペカイノール solpecainol

2922.19 スピレンドロール spirendolol

2922.19 チロロン tilorone

2922.19 トリプロロール toliprolol

2922.19 トリメブチン trimebutine

2922.19 トリパラノール triparanol

2922.19 チロメダン tyromedan

2922.19 キセニサラート xenysalate

2922.19 キシベノロール xibenolol

2922.19 キシプラノロール xipranolol

2922.19 キシロキセミン xyloxemine

2922.19 ゾカイノン zocainone

2922.29 アレンテモール alentemol

2922.29 アミノキシトリフェン aminoxytriphene

2922.29 ビアラミコール bialamicol

2922.29 ブロランフェタミン brolamfetamine

2922.29 デゾシン dezocine

2922.29 ドブタミン dobutamine

2922.29 ドパミン dopamine

2922.29 ドペキサミン dopexamine

2922.29 ゲペフリン gepefrine

2922.29 ヒドロキシアンフェタミン hydroxyamfetamine

2922.29 イボパミン ibopamine

2922.29 レブドブタミン levdobutamine

2922.29 ロメトラリン lometraline

2922.29 メトキシフェナミン methoxyphenamine

2922.29 ミトクロミン mitoclomine

2922.29 オキシドパミン oxidopamine

2922.29 フォレドリン pholedrine

2922.29 シメチン symetine

2922.29 トルテロジン tolterodine

2922.29 トリモキサミン trimoxamine

2922.29 ベトラブチン vetrabutine

2922.29 ホソパミン fosopamine

2922.29 オキサブレキシン oxabrexine

2922.31 アンフェプラモン amfepramone

2922.31 メサドン methadone

2922.31 ノルメサドン normethadone

2922.44 チリジン tilidine

2922.49 アセクロフェナク aceclofenac

2922.49 アラニン alanine

2922.49 アラプロクラート alaproclate

2922.49 アルミノプロフェン alminoprofen

2922.49 アミネプチン amineptine

2922.49 アミノカプロン酸 aminocaproic acid

2922.49 アモキセカイン amoxecaine

2922.49 アラプロフェン araprofen

2922.49 アスパラギン酸 aspartic acid

2922.49 バクロフェン baclofen

2922.49 ベンゾカイン benzocaine

2922.49 ベトキシカイン betoxycaine

2922.49 ブタカイン butacaine
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号(Sub-heading) 品名 Description
2922.49 ペンテタートカルシウム三ナトリウム calcium trisodium pentetate

2922.49 カミロフィン camylofin

2922.49 セタベン cetaben

2922.49 セトラキサート cetraxate

2922.49 クロランブシル chlorambucil

2922.49 クロロプロカイン chloroprocaine

2922.49 クロフェナム酸 clofenamic acid

2922.49 クロルメカイン clormecaine

2922.49 デキスチリジン dextilidine

2922.49 ジクロフェナク diclofenac

2922.49 エデト酸二コバルト dicobalt edetate

2922.49 エデト酸 edetic acid

2922.49 エフロルニチン eflornithine

2922.49 エンフェナム酸 enfenamic acid

2922.49 フェンクロニン fenclonine

2922.49 フルフェナム酸 flufenamic acid

2922.49 ガバペンチン gabapentin

2922.49 イオパノ酸 iopanoic acid

2922.49 イソブタンベン isobutamben

2922.49 イソロイシン isoleucine

2922.49 ロイシン leucine

2922.49 ロイシノカイン leucinocaine

2922.49 ロベンザリット lobenzarit

2922.49 メクロフェナム酸 meclofenamic acid

2922.49 メフェナム酸 mefenamic acid

2922.49 メルファラン melphalan

2922.49 メタメルファラン metamelfalan

2922.49 オルニチン ornithine

2922.49 パジマート padimate

2922.49 ペンテト酸 pentetic acid

2922.49 フェニルアラニン phenylalanine

2922.49 プレフェナマート prefenamate

2922.49 プロカイン procaine

2922.49 リソカイン risocaine

2922.49 サルコリシン sarcolysin

2922.49 エデト酸ナトリウムカルシウム sodium calcium edetate

2922.49 フェレデタートナトリウム sodium feredetate

2922.49 テトラカイン tetracaine

2922.49 トルフェナム酸 tolfenamic acid

2922.49 トラネキサム酸 tranexamic acid

2922.49 ウフェナマート ufenamate

2922.49 バリン valine

2922.49 ビガバトリン vigabatrin

2922.49 ザフレプチン zafuleptine

2922.49 アトリムスチン atrimustine

2922.49 エトフェナマート etofenamate

2922.49 リサジマート lisadimate

2922.49 テロフェナマート terofenamate

2922.50 アドレナロン adrenalone

2922.50 アリフェドリン alifedrine

2922.50 アマホロン amafolone

2922.50 アンブカイン ambucaine

2922.50 アメタントロン ametantrone

2922.50 アンフェナク amfenac

2922.50 硝酸アミノエチル aminoethyl nitrate

2922.50 アルブタミン arbutamine

2922.50 バメタン bamethan

2922.50 ベバントロール bevantolol

2922.50 ビトルテロール bitolterol

2922.50 プロンフェナク bromfenac
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2922.50 ブフェニオド bufeniode

2922.50 ブフェニン buphenine

2922.50 ブタキサミン butaxamine

2922.50 ブトパミン butopamine

2922.50 シラマドール ciramadol

2922.50 クリロパミン cliropamine

2922.50 コルテロール colterol

2922.50 コルバドリン corbadrine

2922.50 デンブレキシン dembrexine

2922.50 デノパミン denopamine

2922.50 デテレノール deterenol

2922.50 デトロチロニン detrothyronine

2922.50 デキスホスホセリン dexfosfoserine

2922.50 デキスセコベリン dexsecoverine

2922.50 デキストロチロキシンナトリウム dextrothyroxine sodium

2922.50 ジメトフリン dimetofrine

2922.50 ジオキセテドリン dioxethedrin

2922.50 ジオキシフェドリン dioxifedrine

2922.50 ジピベフリン dipivefrine

2922.50 ジバブテロール divabuterol

2922.50 ドロキシドパ droxidopa

2922.50 エグタズ酸 egtazic acid

2922.50 エタンテロール etanterol

2922.50 エチレフリン etilefrine

2922.50 ピバル酸エチレフリン etilefrine pivalate

2922.50 エチロキサート etiroxate

2922.50 フェナミサール fenamisal

2922.50 フェノテロール fenoterol

2922.50 ホルフェニメクス forfenimex

2922.50 ヘキソプレナリン hexoprenaline

2922.50 ヒドロキシプロカイン hydroxyprocaine

2922.50 ヒドロキシテトラカイン hydroxytetracaine

2922.50 イブテロール ibuterol

2922.50 イソエタリン isoetarine

2922.50 イソプレナリン isoprenaline

2922.50 イソクスプリン isoxsuprine

2922.50 ケトカイノール ketocainol

2922.50 レビソプレナリン levisoprenaline

2922.50 レボドパ levodopa

2922.50 リロプリストン lilopristone

2922.50 メベベリン mebeverine

2922.50 メジホキサミン medifoxamine

2922.50 メサラジン mesalazine

2922.50 メタテロール metaterol

2922.50 メトキサミン methoxamine

2922.50 メチルドパ methyldopa

2922.50 メチプレナリン metiprenaline

2922.50 メチロシン metirosine

2922.50 ミナキソロン minaxolone

2922.50 ミトキサントロン mitoxantrone

2922.50 ナミンテロール naminterol

2922.50 ニスブテロール nisbuterol

2922.50 ノルブドリン norbudrine

2922.50 ノルフェネフリン norfenefrine

2922.50 オナプリストン onapristone

2922.50 オルシプレナリン orciprenaline

2922.50 オクスフェニシン oxfenicine

2922.50 オキシブプロカイン oxybuprocaine

2922.50 オキシフェドリン oxyfedrine

2922.50 フェニレフリン phenylephrine
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号(Sub-heading) 品名 Description
2922.50 ピベンフリン pivenfrine

2922.50 プロポキシカイン propoxycaine

2922.50 プロキシメタカイン proxymetacaine

2922.50 ラセメチロシン racemetirosine

2922.50 ラクトパミン ractopamine

2922.50 リトドリン ritodrine

2922.50 ロトラキサート rotraxate

2922.50 ロキサジマート roxadimate

2922.50 サルブタモール salbutamol

2922.50 サルメファモール salmefamol

2922.50 サルメテロール salmeterol

2922.50 セコベリン secoverine

2922.50 セリン serine

2922.50 テルブタリン terbutaline

2922.50 トブテロール tobuterol

2922.50 トラマドール tramadol

2922.50 チロシン tyrosine

2922.50 ベンラファキシン venlafaxine

2922.50 キセナゾ酸 xenazoic acid

2923.10 コリンアルホスセラート choline alfoscerate

2923.10 グルコン酸コリン choline gluconate

2923.10 サリチル酸コリン choline salicylate

2923.10 フェロコリナート ferrocholinate

2923.10 サルコレクス salcolex

2923.20 パルミチン酸コルホスセリル colfosceril palmitate

2923.39 アンフェブタモン amfebutamone

2923.39 コトリプチリン cotriptyline

2923.39 デキスナフェノドン dexnafenodone

2923.39 ドリニデン drinidene

2923.39 イソメサドン isomethadone

2923.39 ケタミン ketamine

2923.39 レボメサドン levomethadone

2923.39 メタンフェプラモン metamfepramone

2923.39 ナフェノドン nafenodone

2923.90 塩化アセチルコリン acetylcholine chloride

2923.90 ナパジシル酸アクトラトニウム aclatonium napadisilate

2923.90 臭化アマンタニウム amantanium bromide

2923.90 臭化アザメトニウム azamethonium bromide

2923.90 塩化ベンゼトニウム benzethonium chloride

2923.90 塩化ベンゾドデシニウム benzododecinium chloride

2923.90 塩化ベンゾキソニウム benzoxonium chloride

2923.90 ヒドロキシナフトエ酸ベフェニウム bephenium hydroxynaphthoate

2923.90 臭化ビベンゾニウム bibenzonium bromide

2923.90 トシル酸ブレチリウム bretylium tosilate

2923.90 カルバコール carbachol

2923.90 カルニチン carnitine

2923.90 塩化カルプロニウム carpronium chloride

2923.90 塩化セタルコニウム cetalkonium chloride

2923.90 塩化セトヘキソニウム cethexonium chloride

2923.90 臭化セトリモニウム cetrimonium bromide

2923.90 アムソン酸クロルフェノクチウム chlorphenoctium amsonate

2923.90 臭化シクロニウム ciclonium bromide

2923.90 りん酸クロフィリウム clofilium phosphate

2923.90 クロラールベタイン cloral betaine

2923.90 臭化デカメトニウム decamethonium bromide

2923.90 臭化デジトニウム deditonium bromide

2923.90 臭化ジポニウム diponium bromide

2923.90 臭化ドデクロニウム dodeclonium bromide

2923.90 臭化ドミフェン domiphen bromide

2923.90 エデルホシン edelfosine
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2923.90 塩化エドロホニウム edrophonium chloride

2923.90 臭化エメプロニウム emepronium bromide

2923.90 トシル酸エミリウム emilium tosilate

2923.90 ガラミントリエチオジド gallamine triethiodide

2923.90 塩化ハロペニウム halopenium chloride

2923.90 臭化ヘキサフルロニウム hexafluronium bromide

2923.90 臭化ヘキサメトニウム hexamethonium bromide

2923.90 塩化ラウラルコニウム lauralkonium chloride

2923.90 レボカルニチン levocarnitine

2923.90 よう化メベゾニウム mebezonium iodide

2923.90 エチル硫酸メセトロニウム mecetronium etilsulfate

2923.90 メチル硫酸メフェニドラミウム mefenidramium metilsulfate

2923.90 塩化メタコリン methacholine chloride

2923.90 臭化メチルベナクチジウム methylbenactyzium bromide

2923.90 塩化メチルベンゼトニウム methylbenzethonium chloride

2923.90 よう化メトシニウム metocinium iodide

2923.90 ミルテホシン miltefosine

2923.90 塩化ミリスタルコニウム miristalkonium chloride

2923.90 過塩素酸ニトリコリン nitricholine perchlorate

2923.90 塩化オクタホニウム octafonium chloride

2923.90 オキシベタイン oxibetaine

2923.90 塩化オキシジペントニウム oxydipentonium chloride

2923.90 臭化オキシフェノニウム oxyphenonium bromide

2923.90 臭化ペノクトニウム penoctonium bromide

2923.90 臭化ペンタメトニウム pentamethonium bromide

2923.90 塩化プラノリウム pranolium chloride

2923.90 臭化プロデコニウム prodeconium bromide

2923.90 よう化プロロニウム prolonium iodide

2923.90 よう化スチロニウム stilonium iodide

2923.90 塩化スキサメトニウム suxamethonium chloride

2923.90 塩化スキセトニウム suxethonium chloride

2923.90 臭化テトラドニウム tetradonium bromide

2923.90 臭化テトリルアンモニウム tetrylammonium bromide

2923.90 メチル硫酸トロコニウム toloconium metilsulfate

2923.90 塩化トリクロビソニウム triclobisonium chloride

2923.90 よう化トリジヘキセチル tridihexethyl iodide

2923.90 トシル酸トロキソニウム troxonium tosilate

2923.90 よう化トルキシクリウム truxicurium iodide

2924.11 メプロバメート meprobamate

2924.19 アカンプロサート acamprosate

2924.19 アセカルブロマール acecarbromal

2924.19 アセグルタミド aceglutamide

2924.19 アセネウラム酸 aceneuramic acid

2924.19 アセチルロイシン acetylleucine

2924.19 アセキサム酸 acexamic acid

2924.19 ビソルシク bisorcic

2924.19 ブロマクリリド bromacrylide

2924.19 ブロミソバール bromisoval

2924.19 ブトクタミド butoctamide

2924.19 カルジアミド caldiamide

2924.19 カプリド capuride

2924.19 カルボクロラール carbocloral

2924.19 カルブロマール carbromal

2924.19 カリソプロドール carisoprodol

2924.19 カルムスチン carmustine

2924.19 セデフィンゴール cedefingol

2924.19 クロプロパミド cropropamide

2924.19 クロテタミド crotetamide

2924.19 デアノールアセグルマート deanol aceglumate

2924.19 ジクロラール尿素 dicloralurea
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号(Sub-heading) 品名 Description
2924.19 エクチル尿素 ectylurea

2924.19 エルムスチン elmustine

2924.19 エミルカマート emylcamate

2924.19 グルタウリン glutaurine

2924.19 臭化ヘキスカルバコリン hexcarbacholine bromide

2924.19 ホパンテン酸 hopantenic acid

2924.19 イブロタミド ibrotamide

2924.19 イソスパグルム酸 isospaglumic acid

2924.19 レボグルタミド levoglutamide

2924.19 メブタメート mebutamate

2924.19 メクロラール尿素 mecloralurea

2924.19 ミラセミド milacemide

2924.19 ネプタムスチン neptamustine

2924.19 ニソバマート nisobamate

2924.19 パルミドロール palmidrol

2924.19 ペンデカマイン pendecamaine

2924.19 ペンタバマート pentabamate

2924.19 ペプスタチン pepstatin

2924.19 ピメラウチド pimelautide

2924.19 ピバガビン pivagabine

2924.19 スパグルム酸 spaglumic acid

2924.19 タビラウチド tabilautide

2924.19 チバマート tybamate

2924.19 ウレタン urethane

2924.19 バルデタミド valdetamide

2924.19 バルジプロミド valdipromide

2924.19 バルノクタミド valnoctamide

2924.19 バルプロミド valpromide

2924.21 カルブテロール carbuterol

2924.21 セリプロロール celiprolol

2924.21 クランフェヌル clanfenur

2924.21 フレストロール flestolol

2924.21 ハロカルバン halocarban

2924.21 ロムスチン lomustine

2924.21 ロジル尿素 lozilurea

2924.21 ルフェヌロン lufenuron

2924.21 レカイナム recainam

2924.21 セムスチン semustine

2924.21 タリノロール talinolol

2924.21 トリクロカルバン triclocarban

2924.24 エチナメート ethinamate

2924.29 トロマンタジン tromantadine

2924.29 アセブトロール acebutolol

2924.29 アセカイニド acecainide

2924.29 アセドベン acedoben

2924.29 アセトアミノサロール acetaminosalol

2924.29 アクタリット actarit

2924.29 アダメキシン adamexine

2924.29 アジピオドン adipiodone

2924.29 アファラニン afalanine

2924.29 アクロミド aklomide

2924.29 アレストラムスチン alestramustine

2924.29 アリベンドール alibendol

2924.29 アロクラミド alloclamide

2924.29 アロキシスタチン aloxistatin

2924.29 塩化アンベノニウム ambenonium chloride

2924.29 アンブセタミド ambucetamide

2924.29 アメルトリド ameltolide

2924.29 アニラマート anilamate

2924.29 アルクロフェニン arclofenin
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2924.29 アスパルタム aspartame

2924.29 アテノロール atenolol

2924.29 アトリド atolide

2924.29 アビザホン avizafone

2924.29 バンブテロール bambuterol

2924.29 バタノプリド batanopride

2924.29 ベクラミド beclamide

2924.29 ベノリラート benorilate

2924.29 ベンサラン bensalan

2924.29 ベンチロミド bentiromide

2924.29 ベンズマレセン benzmalecene

2924.29 ベタミプロン betamipron

2924.29 ベザフィブラート bezafibrate

2924.29 ビフェプラミド bifepramide

2924.29 ブロマドリン bromadoline

2924.29 ブロマミド bromamide

2924.29 ブロモプリド bromopride

2924.29 ブロモキサニド bromoxanide

2924.29 ブロソタミド brosotamide

2924.29 ブロバネキシン brovanexine

2924.29 ブロキシタラム酸 broxitalamic acid

2924.29 ブセチン bucetin

2924.29 ブクロサミド buclosamide

2924.29 ブナフチン bunaftine

2924.29 ブナミオジル bunamiodyl

2924.29 ブラマート buramate

2924.29 ブタニリカイン butanilicaine

2924.29 ブチルフェニン butilfenin

2924.29 ベンズアミドサリチル酸カルシウム calcium benzamidosalicylate

2924.29 カンドキサトリル candoxatril

2924.29 カンドキサトリラト candoxatrilat

2924.29 カポベン酸 capobenic acid

2924.29 カルバリル carbaryl

2924.29 カルバサラートカルシウム carbasalate calcium

2924.29 カルビフェン carbifene

2924.29 塩化カルカイニウム carcainium chloride

2924.29 カルフィマート carfimate

2924.29 カソケファミド casokefamide

2924.29 セタモロール cetamolol

2924.29 セトフェニコール cetofenicol

2924.29 クロルベタミド chlorbetamide

2924.29 シンフルミド cinflumide

2924.29 シンロミド cinromide

2924.29 シントラミド cintramide

2924.29 シプラザホン ciprazafone

2924.29 シテナミド citenamide

2924.29 クラミドクス酸 clamidoxic acid

2924.29 クラノブチン clanobutin

2924.29 クレファミド clefamide

2924.29 クリノラミド clinolamide

2924.29 クリオキサニド clioxanide

2924.29 クロカンファミド clocanfamide

2924.29 カロダカイン clodacaine

2924.29 クロフェキサミド clofexamide

2924.29 クロフィブリド clofibride

2924.29 クロホレクス cloforex

2924.29 クロポノン cloponone

2924.29 クロラセタドール cloracetadol

2924.29 クロキサセプリド cloxacepride

2924.29 コルフェナマート colfenamate
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2924.29 クレソタミド cresotamide

2924.29 クロタミトン crotamiton

2924.29 シクラルバマート cyclarbamate

2924.29 シヘプタミド cyheptamide

2924.29 デシメミド decimemide

2924.29 デラプリル delapril

2924.29 臭化デメカリウム demecarium bromide

2924.29 安息香酸デナトニウム denatonium benzoate

2924.29 デキスロキシグルミド dexloxiglumide

2924.29 ジアセタマート diacetamate

2924.29 ジアセトロール diacetolol

2924.29 ジアンフェネチド diamfenetide

2924.29 ジアンプロミド diampromide

2924.29 ジブロムサラン dibromsalan

2924.29 ジブサドール dibusadol

2924.29 ジカルフェン dicarfen

2924.29 ジクロメチド diclometide

2924.29 ジエチルトルアミド diethyltoluamide

2924.29 ジレバロール dilevalol

2924.29 ジロキサニド diloxanide

2924.29 ジメバミド dimevamide

2924.29 ジナリン dinalin

2924.29 ジナザホン dinazafone

2924.29 ジニトルミド dinitolmide

2924.29 ジフェナン diphenan

2924.29 ジソフェニン disofenin

2924.29 塩化ドファミウム dofamium chloride

2924.29 ドパマンチン dopamantine

2924.29 ズロザホン dulozafone

2924.29 エカバピド ecabapide

2924.29 エクラナミン eclanamine

2924.29 エンブトラミド embutramide

2924.29 エンシプラート encyprate

2924.29 エンドミド endomide

2924.29 エンプロマート enpromate

2924.29 エストラムスチン estramustine

2924.29 エタミバン etamivan

2924.29 エテルサラート etersalate

2924.29 エテンザミド ethenzamide

2924.29 カルトリゾ酸エチル ethyl cartrizoate

2924.29 エチドカイン etidocaine

2924.29 エチフェニン etifenin

2924.29 エトファミド etofamide

2924.29 エトサラミド etosalamide

2924.29 エキサラミド exalamide

2924.29 フェルバマート felbamate

2924.29 フェナセチノール fenacetinol

2924.29 フェナクロン fenaclon

2924.29 フェナフト酸 fenaftic acid

2924.29 フェナラミド fenalamide

2924.29 フェノキセジル fenoxedil

2924.29 フェンレチニド fenretinide

2924.29 フルアラミド flualamide

2924.29 フルバニラート flubanilate

2924.29 フルセトレクス flucetorex

2924.29 フルランテル flurantel

2924.29 フルサラン flusalan

2924.29 フルタミド flutamide

2924.29 ホルメトレクス formetorex

2924.29 フォルモテロール formoterol
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2924.29 フタキシリド ftaxilide

2924.29 ガルチフェニン galtifenin

2924.29 ハロフェナート halofenate

2924.29 ヘキサプロピマート hexapropymate

2924.29 イドロシラミド idrocilamide

2924.29 インデカイニド indecainide

2924.29 イオベンザム酸 iobenzamic acid

2924.29 イオビトリドール iobitridol

2924.29 イオカルム酸 iocarmic acid

2924.29 イオセタム酸 iocetamic acid

2924.29 ヨーダミド iodamide

2924.29 イオデシモール iodecimol

2924.29 イオジキサノール iodixanol

2924.29 ヨードキサム酸 iodoxamic acid

2924.29 イオフラトール iofratol

2924.29 イオグリク酸 ioglicic acid

2924.29 イオグルコール ioglucol

2924.29 イオグルコミド ioglucomide

2924.29 イオグルニド ioglunide

2924.29 イオグリカム酸 ioglycamic acid

2924.29 イオヘキソール iohexol

2924.29 イオリキサン酸 iolixanic acid

2924.29 イオメグラム酸 iomeglamic acid

2924.29 イオメプロール iomeprol

2924.29 イオパミドール iopamidol

2924.29 イオペントール iopentol

2924.29 イオプロセム酸 ioprocemic acid

2924.29 イオプロミド iopromide

2924.29 イオプロン酸 iopronic acid

2924.29 イオサルコール iosarcol

2924.29 イオセファム酸 iosefamic acid

2924.29 イオセル酸 ioseric acid

2924.29 イオシミド iosimide

2924.29 イオスメト酸 iosumetic acid

2924.29 イオタラム酸 iotalamic acid

2924.29 イオテトル酸 iotetric acid

2924.29 イオトラン酸 iotranic acid

2924.29 イオトリシド iotriside

2924.29 イオトリゾ酸 iotrizoic acid

2924.29 イオトロラン iotrolan

2924.29 イオトロクス酸 iotroxic acid

2924.29 イオベルソール ioversol

2924.29 イオキサブロール酸 ioxabrolic acid

2924.29 イオキサグル酸 ioxaglic acid

2924.29 イオキシラン ioxilan

2924.29 イオキシタラム酸 ioxitalamic acid

2924.29 イオキソトリゾ酸 ioxotrizoic acid

2924.29 イオゾム酸 iozomic acid

2924.29 よう化イソプロパミド isopropamide iodide

2924.29 イトプリド itopride

2924.29 ラベタロール labetalol

2924.29 リドカイン lidocaine

2924.29 リドフェニン lidofenin

2924.29 ロルバマート lorbamate

2924.29 ロルグルミド lorglumide

2924.29 ロルザホン lorzafone

2924.29 ロキシグルミド loxiglumide

2924.29 マブプロフェン mabuprofen

2924.29 メブロフェニン mebrofenin

2924.29 メフェキサミド mefexamide
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2924.29 メグリチニド meglitinide

2924.29 メリナミド melinamide

2924.29 メタブロムサラン metabromsalan

2924.29 メタセタモール metacetamol

2924.29 塩化メタルコニウム metalkonium chloride

2924.29 メトカルバモール methocarbamol

2924.29 メトクロプラミド metoclopramide

2924.29 ミドドリン midodrine

2924.29 ミルナシプラン milnacipran

2924.29 モクタミド moctamide

2924.29 モトレチニド motretinide

2924.29 ナフチプラミド naftypramide

2924.29 臭化ネオスチグミン neostigmine bromide

2924.29 ニクロサミド niclosamide

2924.29 ノニバミド nonivamide

2924.29 オクタカイン octacaine

2924.29 オルバニル olvanil

2924.29 オサルミド osalmid

2924.29 臭化オチロニウム otilonium bromide

2924.29 オキサリナスト oxalinast

2924.29 オキサナミド oxanamide

2924.29 オキサザホン oxazafone

2924.29 オキセタカイン oxetacaine

2924.29 オキシトリプチリン oxitriptyline

2924.29 オキシクロザニド oxyclozanide

2924.29 オキシフェナマート oxyfenamate

2924.29 パフェノロール pafenolol

2924.29 パマトロール pamatolol

2924.29 パラプロパモール parapropamol

2924.29 パルサルミド parsalmide

2924.29 パキサマート paxamate

2924.29 ペンタラミド pentalamide

2924.29 フェナセミド phenacemide

2924.29 フェナセチン phenacetin

2924.29 フェネトリド pheneturide

2924.29 フェンプロバメート phenprobamate

2924.29 プラクトロール practolol

2924.29 プリロカイン prilocaine

2924.29 プロカインアミド procainamide

2924.29 プロシマート procymate

2924.29 プロガビド progabide

2924.29 プログルミド proglumide

2924.29 プロパセタモール propacetamol

2924.29 プロパニジド propanidid

2924.29 プロペタミド propetamide

2924.29 ドセトリゾ酸プロピル propyl docetrizoate

2924.29 カタカイン quatacaine

2924.29 ラホキサニド rafoxanide

2924.29 レマセミド remacemide

2924.29 レソランテル resorantel

2924.29 ロナクトロール ronactolol

2924.29 サラセタミド salacetamide

2924.29 サランテル salantel

2924.29 サレタミド saletamide

2924.29 サルフルベリン salfluverine

2924.29 サリチルアミド salicylamide

2924.29 サルベリン salverine

2924.29 セボプラミド sevopramide

2924.29 アセトリゾ酸ナトリウム sodium acetrizoate

2924.29 アミドトリゾ酸ナトリウム sodium amidotrizoate
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2924.29 ジプロトリゾ酸ナトリウム sodium diprotrizoate

2924.29 メトリゾ酸ナトリウム sodium metrizoate

2924.29 チロパノ酸ナトリウム sodium tyropanoate

2924.29 スチラマート styramate

2924.29 スラミンナトリウム suramin sodium

2924.29 テクロザン teclozan

2924.29 チロプラミド tiropramide

2924.29 トカイニド tocainide

2924.29 トラモロール tolamolol

2924.29 トリカイン tolycaine

2924.29 トモグルミド tomoglumide

2924.29 トラニラスト tranilast

2924.29 トリブロムサラン tribromsalan

2924.29 トリクラセタモール triclacetamol

2924.29 トリゲボロール trigevolol

2924.29 トリメカイン trimecaine

2924.29 トリメトベンズアミド trimethobenzamide

2924.29 ウベニメクス ubenimex

2924.29 ウレフィブラート urefibrate

2925.12 グルテチミド glutethimide

2925.19 アロニミド alonimid

2925.19 アルレスタチン alrestatin

2925.19 アミノグルテチミド aminoglutethimide

2925.19 アモナフィド amonafide

2925.19 アンホタリド amphotalide

2925.19 ベメグリド bemegride

2925.19 ブロスキシミド brosuximide

2925.19 シプロキシミド ciproximide

2925.19 エトスクシミド ethosuximide

2925.19 フェニミド fenimide

2925.19 メスキシミド mesuximide

2925.19 ミチンドミド mitindomide

2925.19 メトナフィド mitonafide

2925.19 ノレキシミド noreximide

2925.19 フェングルタリミド phenglutarimide

2925.19 フェンスキシミド phensuximide

2925.19 タグルチミド taglutimide

2925.19 テシカム tesicam

2925.19 テシミド tesimide

2925.19 テトラメトリン tetramethrin

2925.19 サリドマイド thalidomide

2925.20 アレキシジン alexidine

2925.20 アンフェクロラール amfecloral

2925.20 アミカルバリド amicarbalide

2925.20 アミダンテル amidantel

2925.20 アミトラズ amitraz

2925.20 アルギニン arginine

2925.20 L-グルタミン酸アルギニン arginine L-glutamate

2925.20 バテブラスト batebulast

2925.20 ベネキサート benexate

2925.20 ベタニジン betanidine

2925.20 ビクロジル biclodil

2925.20 ブホルミン buformin

2925.20 ブナミジン bunamidine

2925.20 カモスタット camostat

2925.20 カルバンテル carbantel

2925.20 クロルヘキシジン chlorhexidine

2925.20 クロルプログアニル chlorproguanil

2925.20 クレアチノールホスファート creatinolfosfate

2925.20 ジブロムプロパミジン dibrompropamidine
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2925.20 エトホルミン etoformin

2925.20 フェンガビン fengabine

2925.20 ガベキサート gabexate

2925.20 グアンクロフィン guanclofine

2925.20 グアンファシン guanfacine

2925.20 グアノクチン guanoctine

2925.20 グアノキシフェン guanoxyfen

2925.20 グスペリムス gusperimus

2925.20 ヘキサミジン hexamidine

2925.20 ヒドロキシスチルバミジン hydroxystilbamidine

2925.20 ラウログアジン lauroguadine

2925.20 リダミジン lidamidine

2925.20 メオベンチン meobentine

2925.20 メトホルミン metformin

2925.20 ミトグアゾン mitoguazone

2925.20 ナファモスタット nafamostat

2925.20 ナパクタジン napactadine

2925.20 ノルレチモール norletimol

2925.20 オレチモール oletimol

2925.20 エンボン酸パラロザニリン pararosaniline embonate

2925.20 ペンタミジン pentamidine

2925.20 フェナカイン phenacaine

2925.20 フェンホルミン phenformin

2925.20 プログアニル proguanil

2925.20 プロパミジン propamidine

2925.20 レニトリン renytoline

2925.20 イオポダートナトリウム sodium iopodate

2925.20 イセチオン酸スチルバミジン stilbamidine isetionate

2925.20 チモトリナン thymotrinan

2925.20 チホルミン tiformin

2925.20 トルガビド tolgabide

2925.20 トシル酸キシラミジン xylamidine tosilate

2926.30 フェンプロポレクス fenproporex

2926.90 パクリノロール pacrinolol

2926.90 アロザホン alozafone

2926.90 アンフェタミニル amfetaminil

2926.90 アニパミル anipamil

2926.90 ブクリラート bucrilate

2926.90 ブニトロロール bunitrolol

2926.90 シマテロール cimaterol

2926.90 クログアナミル cloguanamil

2926.90 クロサンテル closantel

2926.90 ダガパミル dagapamil

2926.90 デバパミル devapamil

2926.90 デクスベラパミル dexverapamil

2926.90 エモパミル emopamil

2926.90 エンブクリラート enbucrilate

2926.90 エンタカポン entacapone

2926.90 エパノロール epanolol

2926.90 エポスタン epostane

2926.90 エタミニル etaminile

2926.90 エトクリレン etocrilene

2926.90 フルクリラート flucrilate

2926.90 ガロパミル gallopamil

2926.90 グアンシジン guancidine

2926.90 イソアミニル isoaminile

2926.90 レベモパミル levemopamil

2926.90 ロドキサミド lodoxamide

2926.90 メクリラート mecrilate

2926.90 ネキソパミル nexopamil
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2926.90 ニトロキシニル nitroxinil

2926.90 オクリラート ocrilate

2926.90 オクトクリレン octocrilene

2926.90 ペニロロール penirolol

2926.90 ロニパミル ronipamil

2926.90 サチグレル satigrel

2926.90 ベラパミル verapamil

2927.00 バルサラジド balsalazide

2927.00 クロラゾジン chlorazodin

2927.00 ジミナゼン diminazene

2927.00 エトキサゼン etoxazene

2927.00 イプサラジド ipsalazide

2928.00 アセトヒドロキサム酸 acetohydroxamic acid

2928.00 アラノシン alanosine

2928.00 アニドキシム anidoxime

2928.00 ベロキサミド beloxamide

2928.00 ベンモキシン benmoxin

2928.00 ベンセラジド benserazide

2928.00 ベヌレスタット benurestat

2928.00 ボラジン bolazine

2928.00 ブロクレシン brocresine

2928.00 ブフェキサマク bufexamac

2928.00 ブマジゾン bumadizone

2928.00 カプロキサミン caproxamine

2928.00 カラセミド caracemide

2928.00 カルベンジド carbenzide

2928.00 カルビドパ carbidopa

2928.00 セトキシム cetoxime

2928.00 シメモキシン cimemoxin

2928.00 クロボキサミン clovoxamine

2928.00 クロキシマート cloximate

2928.00 シアセタシド cyacetacide

2928.00 デフェロキサミン deferoxamine

2928.00 デメキシプチリン demexiptiline

2928.00 ジホキサジド diphoxazide

2928.00 エロカイニド erocainide

2928.00 エキサメタジム exametazime

2928.00 ファリントロール falintolol

2928.00 フェノキシプロパジン fenoxypropazine

2928.00 フルボキサミン fluvoxamine

2928.00 グアナベンズ guanabenz

2928.00 グアノクロル guanoclor

2928.00 グアノキサベンズ guanoxabenz

2928.00 ヒドロキシカルバミド hydroxycarbamide

2928.00 イブプロキサム ibuproxam

2928.00 イドラプリル idrapril

2928.00 イプロクロジド iproclozide

2928.00 マリプチリン mariptiline

2928.00 メバナジン mebanazine

2928.00 ナドキソロール nadoxolol

2928.00 ナホミン nafomine

2928.00 ナフタゾン naftazone

2928.00 ナプロドキシム naprodoxime

2928.00 ニステリム nisterime

2928.00 ノキシプチリン noxiptiline

2928.00 オクタモキシン octamoxin

2928.00 フェネルジン phenelzine

2928.00 フェニカルバジド phenicarbazide

2928.00 フェニプラジン pheniprazine

2928.00 ホキシム phoxim
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2928.00 プロカルバジン procarbazine

2928.00 ロベニジン robenidine

2928.00 ルバゾン ruvazone

2928.00 シムトラゼン simtrazene

2928.00 スチロカイニド stirocainide

2928.00 キシモプロフェン ximoprofen

2929.90 アミトリプチリノキシド amitriptylinoxide

2929.90 カンシル酸アモキシドラミン amoxydramine camsilate

2929.90 クロミフェノキシド clomifenoxide

2929.90 オキシフェントレクス oxifentorex

2929.90 ベンホスホルミン benfosformin

2929.90 ベンザプリノキシド benzaprinoxide

2929.90 クルホマート crufomate

2929.90 デホスファミド defosfamide

2929.90 フェロトレニン ferrotrenine

2929.90 フルロファミド flurofamide

2929.90 ナフタロホス naftalofos

2929.90 シクラミン酸ナトリウム sodium cyclamate

2929.90 トルファミド tolfamide

2930.20 ジチオカルブナトリウム ditiocarb sodium

2930.20 フェンカルバミド fencarbamide

2930.20 トルシクラート tolciclate

2930.30 ジスルフィラム disulfiram

2930.30 スルフィラム sulfiram

2930.30 チラム thiram

2930.40 メチオニン methionine

2930.90 アセダプソン acedapsone

2930.90 アセジアスルホンナトリウム acediasulfone sodium

2930.90 アセチルシステイン acetylcysteine

2930.90 アドラフィニル adrafinil

2930.90 アルデスルホンナトリウム aldesulfone sodium

2930.90 アロクプレイドナトリウム allocupreide sodium

2930.90 アリルチオ尿素 allylthiourea

2930.90 アルモカラント almokalant

2930.90 アンバムスチン ambamustine

2930.90 アンバゾン ambazone

2930.90 アミダプソン amidapsone

2930.90 アミホスチン amifostine

2930.90 アモスカナート amoscanate

2930.90 アンチオリミン anthiolimine

2930.90 アルギメスナ argimesna

2930.90 ベンシステイン bencisteine

2930.90 ベチアチド betiatide

2930.90 ビペナモール bipenamol

2930.90 ビチオノール bithionol

2930.90 ビチオノロキシド bithionoloxide

2930.90 ビトスカナート bitoscanate

2930.90 ブロチアニド brotianide

2930.90 ブシラミン bucillamine

2930.90 カプタミン captamine

2930.90 カプトジアム captodiame

2930.90 カルボシステイン carbocisteine

2930.90 カルボフェノチオン carbophenothion

2930.90 カウルモスルホン chaulmosulfone

2930.90 シラスタチン cilastatin

2930.90 シナンセリン cinanserin

2930.90 シナプロキセン cinaproxen

2930.90 シスチネキシン cistinexine

2930.90 クロチカゾン cloticasone

2930.90 システイン cysteine
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2930.90 ダシステイン dacisteine

2930.90 ダノステイン danosteine

2930.90 ダプソン dapsone

2930.90 ジアチモスルホン diathymosulfone

2930.90 ジメルカプロール dimercaprol

2930.90 ジメスナ dimesna

2930.90 ジメチルスルホキシド dimethyl sulfoxide

2930.90 ジプロフェン diprofene

2930.90 ジチオムスチン ditiomustine

2930.90 ジトファール ditophal

2930.90 ジキサントゲン dixanthogen

2930.90 ドカルパミン docarpamine

2930.90 エカドトリル ecadotril

2930.90 よう化エコチオパート ecothiopate iodide

2930.90 エタロテン etarotene

2930.90 エトカルリド etocarlide

2930.90 フェバンテル febantel

2930.90 フェンチクロル fenticlor

2930.90 フロルフェニコール florfenicol

2930.90 フロサチジル flosatidil

2930.90 フルオレソン fluoresone

2930.90 フルチカゾン fluticasone

2930.90 グロキサゾン gloxazone

2930.90 グルコスルホン glucosulfone

2930.90 よう化ヘキサソニウム hexasonium iodide

2930.90 イルモホシン ilmofosine

2930.90 イムカルボホス imcarbofos

2930.90 イオスラミド iosulamide

2930.90 イオタスル iotasul

2930.90 レミドスル lemidosul

2930.90 リナロテン linarotene

2930.90 ロフルカルバン loflucarban

2930.90 ルプロスチオール luprostiol

2930.90 メシステイン mecysteine

2930.90 メルカプタミン mercaptamine

2930.90 メルチアチド mertiatide

2930.90 メスナ mesna

2930.90 メタリブル metallibure

2930.90 メトケファミド metkefamide

2930.90 モダフィニル modafinil

2930.90 ナグリバン naglivan

2930.90 ネトビミン netobimin

2930.90 ニトロスカナート nitroscanate

2930.90 ノキシチオリン noxytiolin

2930.90 オンチアニル ontianil

2930.90 オスマジゾン osmadizone

2930.90 オキシグルタチオン oxiglutatione

2930.90 よう化オキシソニウム oxysonium iodide

2930.90 パタモスタット patamostat

2930.90 ペニシラミン penicillamine

2930.90 ピボプリル pivopril

2930.90 プレニステイン prenisteine

2930.90 プロブコール probucol

2930.90 リチオメタン ritiometan

2930.90 サルミステイン salmisteine

2930.90 セルフィブラート serfibrate

2930.90 ビチオノラートナトリウム sodium bitionolate

2930.90 ソラスルホン solasulfone

2930.90 スバチゾン subathizone

2930.90 スクシマー succimer
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2930.90 スクシスルホン succisulfone

2930.90 スルフィナロール sulfinalol

2930.90 スルホンテロール sulfonterol

2930.90 スリンダク sulindac

2930.90 スロクチジル suloctidil

2930.90 スロキシフェン suloxifen

2930.90 スマセタモール sumacetamol

2930.90 スマロテン sumarotene

2930.90 トシル酸スプラタスト suplatast tosilate

2930.90 スリカイニド suricainide

2930.90 テメホス temephos

2930.90 チアンブトシン thiambutosine

2930.90 チオアセタゾン thioacetazone

2930.90 チアデノール tiadenol

2930.90 チアフィブラート tiafibrate

2930.90 よう化チアメトニウム tiametonium iodide

2930.90 チアプリド tiapride

2930.90 チベグリセン tibeglisene

2930.90 チベンザート tibenzate

2930.90 チフェナミル tifenamil

2930.90 チフロレクス tiflorex

2930.90 チルドロン酸 tiludronic acid

2930.90 チオカルリド tiocarlide

2930.90 チオクチラート tioctilate

2930.90 チオプロニン tiopronin

2930.90 チオプロパミン tiopropamine

2930.90 チオサラン tiosalan

2930.90 チプレノロール tiprenolol

2930.90 チプロピジル tipropidil

2930.90 チプロスタニド tiprostanide

2930.90 トリンダート tolindate

2930.90 トルメソキシド tolmesoxide

2930.90 トルナフテート tolnaftate

2930.90 トルレスタット tolrestat

2930.90 キセンチオラート xenthiorate

2930.90 ジランテル zilantel

2931.00 アセタルソール acetarsol

2931.00 アラホスファリン alafosfalin

2931.00 アレンドロン酸 alendronic acid

2931.00 アルサニル酸 arsanilic acid

2931.00 ベルホスジル belfosdil

2931.00 ブタホスファン butafosfan

2931.00 ブテドロン酸 butedronic acid

2931.00 ブトナート butonate

2931.00 カルバルソン carbarsone

2931.00 クロルメロドリン chlormerodrin

2931.00 クロドロン酸 clodronic acid

2931.00 ジクロロフェナルシン dichlorophenarsine

2931.00 ジシフェロン diciferron

2931.00 ジフェタルソン difetarsone

2931.00 塩化ジシクォニウム disiquonium chloride

2931.00 エチドロン酸 etidronic acid

2931.00 ホサリラート fosarilate

2931.00 ホスカルネトナトリウム foscarnet sodium

2931.00 ホスコル酸 foscolic acid

2931.00 ホセナジド fosenazide

2931.00 ホスホネトナトリウム fosfonet sodium

2931.00 ホスメン酸 fosmenic acid

2931.00 ホテムスチン fotemustine

2931.00 グリコビアルソール glycobiarsol
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2931.00 ヒドラルガフェン hydrargaphen

2931.00 メドロン酸 medronic acid

2931.00 メルカプトメリン mercaptomerin

2931.00 メルクデラミド mercuderamide

2931.00 メルクロブトール mercurobutol

2931.00 メルサリル mersalyl

2931.00 ミホバート mifobate

2931.00 ネオアルスフェナミン neoarsphenamine

2931.00 ネリドロン酸 neridronic acid

2931.00 ニタルソン nitarsone

2931.00 オキシドロン酸 oxidronic acid

2931.00 オキソフェナルシン oxophenarsine

2931.00 パミドロン酸 pamidronic acid

2931.00 スルホキシル酸フェナルソン phenarsone sulfoxylate

2931.00 ほう酸フェニル第二水銀 phenylmercuric borate

2931.00 クァドロシラン quadrosilan

2931.00 ロキサルソン roxarsone

2931.00 チメルホナートナトリウム sodium timerfonate

2931.00 スパルホス酸 sparfosic acid

2931.00 スチバミングルコシド stibamine glucoside

2931.00 スチボサミン stibosamine

2931.00 スルファルスフェナミン sulfarsphenamine

2931.00 タウロセルコール酸 tauroselcholic acid

2931.00 テトロホスミン tetrofosmin

2931.00 チアセタルサミドナトリウム thiacetarsamide sodium

2931.00 チオメルサール thiomersal

2931.00 トルボキサン tolboxane

2931.00 トルジムホス toldimfos

2931.00 塩化トリオジウム toliodium chloride

2931.00 トリクロルホン trichlorfon

2931.00 トリパルサミド tryparsamide

2932.19 アシフラン acifran

2932.19 アンカロロール ancarolol

2932.19 ビオレスメトリン bioresmethrin

2932.19 ブフェトロール bufetolol

2932.19 クロベノシド clobenoside

2932.19 ジクロフリム diclofurime

2932.19 フェナミフリル fenamifuril

2932.19 よう化フブロゴニウム fubrogonium iodide

2932.19 フルフェノレクス furfenorex

2932.19 フリダロン furidarone

2932.19 フロスチルベストロール furostilbestrol

2932.19 フルサラン fursalan

2932.19 よう化フルトレトニウム furtrethonium iodide

2932.19 メベノシド mebenoside

2932.19 ナフチドロフリル naftidrofuryl

2932.19 ニドロキシゾン nidroxyzone

2932.19 ニフラルデゾン nifuraldezone

2932.19 ニフラトロン nifuratrone

2932.19 ニフレタゾン nifurethazone

2932.19 ニフルメロン nifurmerone

2932.19 ニフロキサジド nifuroxazide

2932.19 ニフロキシム nifuroxime

2932.19 ニフルセミゾン nifursemizone

2932.19 ニフルソール nifursol

2932.19 ニヒドラゾン nihydrazone

2932.19 ニペロチジン niperotidine

2932.19 ニトラフダム nitrafudam

2932.19 ニトロフラール nitrofural

2932.19 オルパノキシン orpanoxin
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2932.19 ラニチジン ranitidine

2932.19 サルプロトシド salprotoside

2932.19 スピロキサソン spiroxasone

2932.19 ベンリチジン venritidine

2932.19 ジロフラミン zylofuramine

2932.29 アセグラトン aceglatone

2932.29 アセノクマロール acenocoumarol

2932.29 アクリヘリン acrihellin

2932.29 アフロロール afurolol

2932.29 アモラノン amolanone

2932.29 ベンフロジルヘミスクシナート benfurodil hemisuccinate

2932.29 ブクモロール bucumolol

2932.29 ブホゲニン bufogenin

2932.29 カンレノン canrenone

2932.29 カルボクロメン carbocromen

2932.29 クロクマロール clocoumarol

2932.29 クロフラク clofurac

2932.29 クロリクロメン cloricromen

2932.29 クマホス coumaphos

2932.29 クメタロール coumetarol

2932.29 ダルバスタチン dalvastatin

2932.29 ジアルバロン diarbarone

2932.29 ジクマロール dicoumarol

2932.29 ドロスピレノン drospirenone

2932.29 エラグ酸 ellagic acid

2932.29 エスクラミン esculamine

2932.29 エスプロン esuprone

2932.29 ビスクマセタートエチル ethyl biscoumacetate

2932.29 フィリピン filipin

2932.29 ホストリエシン fostriecin

2932.29 ギパルメン giparmen

2932.29 グルクロラクトン glucurolactone

2932.29 ハロキソン haloxon

2932.29 ヒメクロモン hymecromone

2932.29 ロメバクトン lomevactone

2932.29 ロシガモン losigamone

2932.29 ロバスタチン lovastatin

2932.29 メスピレノン mespirenone

2932.29 メテスクレトール metesculetol

2932.29 メバスタチン mevastatin

2932.29 モキサドレン moxadolen

2932.29 オルリスタット orlistat

2932.29 オキサマリン oxamarin

2932.29 フェノールフタレイン phenolphthalein

2932.29 フェンプロクモン phenprocoumon

2932.29 プロピオラクトン propiolactone

2932.29 ラムノジギン ramnodigin

2932.29 シンバスタチン simvastatin

2932.29 スピロノラクトン spironolactone

2932.29 スピロレノン spirorenone

2932.29 スルマリン sulmarin

2932.29 タレラノール taleranol

2932.29 タロサラート talosalate

2932.29 テトロナシン tetronasin

2932.29 トリオキシサレン trioxysalen

2932.29 バロファン valofane

2932.29 ビスナジン visnadine

2932.29 ワルファリン warfarin

2932.29 キシロクマロール xylocoumarol

2932.29 ゼラノール zeranol
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2932.99 アブルカスト ablukast

2932.99 アカルボース acarbose

2932.99 アセバルトラート acevaltrate

2932.99 アンベノキサン ambenoxan

2932.99 アンビクロミル ambicromil

2932.99 アミケリン amikhelline

2932.99 アミオダロン amiodarone

2932.99 アンソキセチン ansoxetine

2932.99 アプロスラートナトリウム aprosulate sodium

2932.99 アルテメテル artemether

2932.99 アルテミシニン artemisinin

2932.99 アルテスナート artesunate

2932.99 ベフノロール befunolol

2932.99 ベナキシビン benaxibine

2932.99 ベンシアノール bencianol

2932.99 ベンダカロール bendacalol

2932.99 ベンザロン benzarone

2932.99 ベンズブロマロン benzbromarone

2932.99 ベンジオダロン benziodarone

2932.99 ベンズクェルシン benzquercin

2932.99 ベラプロスト beraprost

2932.99 ベルモプロフェン bermoprofen

2932.99 ベシゴムシン besigomsin

2932.99 ボフムスチン bofumustine

2932.99 ブクロマロン bucromarone

2932.99 ブフラロール bufuralol

2932.99 ブタモキサン butamoxane

2932.99 ブチカシン butikacin

2932.99 ブトクロロール butocrolol

2932.99 グルビオナートカルシウム calcium glubionate

2932.99 カンビソール canbisol

2932.99 カンナビノール cannabinol

2932.99 クロラロース chloralose

2932.99 クロモカルブ chromocarb

2932.99 シアニダノール cianidanol

2932.99 シコルトニド cicortonide

2932.99 シドキセピン cidoxepin

2932.99 シヘプトラン ciheptolane

2932.99 シタロプラム citalopram

2932.99 クロリダロール cloridarol

2932.99 コルホルシン colforsin

2932.99 クロモグリク酸 cromoglicic acid

2932.99 デトルビシン detorubicin

2932.99 ジドロバルトラート didrovaltrate

2932.99 ジメフリン dimefline

2932.99 ジメプロザン dimeprozan

2932.99 ジオキサジロール dioxadilol

2932.99 ジオキサマート dioxamate

2932.99 ジオキサチオン dioxathion

2932.99 ジプログル酸 diprogulic acid

2932.99 ドセタキセル docetaxel

2932.99 ドミオドール domiodol

2932.99 ドモキシン domoxin

2932.99 ドスマルファート dosmalfate

2932.99 ドキサミノール doxaminol

2932.99 ドキセピン doxepin

2932.99 ドロナビノール dronabinol

2932.99 エコムスチン ecomustine

2932.99 エジホロン edifolone

2932.99 エフロキサート efloxate
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2932.99 エポプロステノール epoprostenol

2932.99 エタベンザロン etabenzarone

2932.99 エトモキサン ethomoxane

2932.99 エチプロストン etiproston

2932.99 エキセパノール exepanol

2932.99 フェニソレクス fenisorex

2932.99 果糖第二鉄 ferric fructose

2932.99 フラバミン flavamine

2932.99 フラボド酸 flavodic acid

2932.99 フラボジロール flavodilol

2932.99 フルラドリン fluradoline

2932.99 フラクリン酸 furacrinic acid

2932.99 フラプロフェン furaprofen

2932.99 フルクロプロフェン furcloprofen

2932.99 フロブフェン furobufen

2932.99 フロフェナク furofenac

2932.99 ガラムスチン galamustine

2932.99 グルコサミン glucosamine

2932.99 グルクロナミド glucuronamide

2932.99 グアベンキサン guabenxan

2932.99 グアイメサール guaimesal

2932.99 グアナドレル guanadrel

2932.99 グアノキサン guanoxan

2932.99 ホマリラミン homarylamine

2932.99 イプリフラボン ipriflavone

2932.99 イプロクロロール iprocrolol

2932.99 イサルステイン isalsteine

2932.99 イソクロミル isocromil

2932.99 イソソルビド isosorbide

2932.99 硝酸イソソルビド isosorbide dinitrate

2932.99 一硝酸イソソルビド isosorbide mononitrate

2932.99 イソキセパク isoxepac

2932.99 ケリン khellin

2932.99 ロイコシアニドール leucocianidol

2932.99 メシアダノール meciadanol

2932.99 メシナロン mecinarone

2932.99 メドロキサロール medroxalol

2932.99 メラレインナトリウム meralein sodium

2932.99 メルブロミン merbromin

2932.99 臭化メタンテリニウム methanthelinium bromide

2932.99 メチルクロモン methylchromone

2932.99 メトリザミド metrizamide

2932.99 ミトフラキソン mitoflaxone

2932.99 ミトポドジド mitopodozide

2932.99 ムラブチド murabutide

2932.99 ナビロン nabilone

2932.99 ナボクタート naboctate

2932.99 ナナフロシン nanafrocin

2932.99 ネビボロール nebivolol

2932.99 ニブロキサン nibroxane

2932.99 ニレプロスト nileprost

2932.99 ニプラジロール nipradilol

2932.99 オルミジン olmidine

2932.99 よう化オキサプロパニウム oxapropanium iodide

2932.99 オキセピナク oxepinac

2932.99 オキセトロン oxetorone

2932.99 パクリタキセル paclitaxel

2932.99 パルセタサール parcetasal

2932.99 ペンタモキサン pentamoxane

2932.99 ペントリクロラール penthrichloral
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2932.99 ペントモン pentomone

2932.99 ピランダミン pirandamine

2932.99 ピルナビン pirnabin

2932.99 ポンフィブラート ponfibrate

2932.99 プロリゲストン proligestone

2932.99 プロモキソラン promoxolane

2932.99 臭化プロパンテリン propantheline bromide

2932.99 プロトキロール protokylol

2932.99 プロキシクロミル proxicromil

2932.99 ラニムスチン ranimustine

2932.99 ラキソフェラスト raxofelast

2932.99 ロムルチド romurtide

2932.99 シリビニン silibinin

2932.99 シリクリスチン silicristin

2932.99 シリジアニン silidianin

2932.99 シトグルシド sitogluside

2932.99 スピロキセピン spiroxepin

2932.99 スピゾフロン spizofurone

2932.99 スチリペントール stiripentol

2932.99 ストレプトゾシン streptozocin

2932.99 スデキサノクス sudexanox

2932.99 タロプラム talopram

2932.99 タプロステン taprostene

2932.99 テムルチド temurtide

2932.99 テナンフェタミン tenamfetamine

2932.99 テルブクロミル terbucromil

2932.99 テキサクロミル texacromil

2932.99 チオコルチコシド thiocolchicoside

2932.99 チフラク tifurac

2932.99 チメフロン timefurone

2932.99 チキサノクス tixanox

2932.99 トコフィブラート tocofibrate

2932.99 トピラマート topiramate

2932.99 トレベンゾミン trebenzomine

2932.99 トレロキシナート treloxinate

2932.99 バルトラート valtrate

2932.99 キサノクス酸 xanoxic acid

2933.11 アミノフェナゾン aminophenazone

2933.11 シクラミン酸アミノフェナゾン aminophenazone cyclamate

2933.11 ビスフェナゾン bisfenazone

2933.11 よう化ブトピルアンモニウム butopyrammonium iodide

2933.11 ジブピロン dibupyrone

2933.11 ファンプロファゾン famprofazone

2933.11 メタミゾールナトリウム metamizole sodium

2933.11 ニフェナゾン nifenazone

2933.11 フェナゾン phenazone

2933.11 プロピフェナゾン propyphenazone

2933.11 ラミフェナゾン ramifenazone

2933.19 ベタゾール betazole

2933.19 ブフェゾラク bufezolac

2933.19 クロフェゾン clofezone

2933.19 ダルブラミノール dalbraminol

2933.19 ダゾプリド dazopride

2933.19 ジフェナミゾール difenamizole

2933.19 フェクロブゾン feclobuzone

2933.19 フェプラゾン feprazone

2933.19 フェゾラミン fezolamine

2933.19 ホメピゾール fomepizole

2933.19 イパジリド ipazilide

2933.19 イソフェゾラク isofezolac
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2933.19 ケブゾン kebuzone

2933.19 ロナゾラク lonazolac

2933.19 メリベンダン meribendan

2933.19 メトキジン metoquizine

2933.19 モフェブタゾン mofebutazone

2933.19 ムゾリミン muzolimine

2933.19 ナファザトロム nafazatrom

2933.19 オキシフェンブタゾン oxyphenbutazone

2933.19 フェニルブタゾン phenylbutazone

2933.19 ピラゾラク pirazolac

2933.19 プラキサジン praxadine

2933.19 プロキシフェゾン proxifezone

2933.19 スルフィンピラゾン sulfinpyrazone

2933.19 スキシブゾン suxibuzone

2933.19 テポキサリン tepoxalin

2933.19 トリブゾン tribuzone

2933.19 トリフェゾラク trifezolac

2933.21 クラゾリミン clazolimine

2933.21 クロダントイン clodantoin

2933.21 エトトイン ethotoin

2933.21 ホスフェニトイン fosphenytoin

2933.21 イミレスタット imirestat

2933.21 メフェニトイン mephenytoin

2933.21 ニルタミド nilutamide

2933.21 フェニトイン phenytoin

2933.21 スピリプロスチル spiriprostil

2933.21 スピロムスチン spiromustine

2933.29 アブニダゾール abunidazole

2933.29 アルブトイン albutoin

2933.29 アルクロキサ alcloxa

2933.29 アルジオキサ aldioxa

2933.29 アリコナゾール aliconazole

2933.29 アリニジン alinidine

2933.29 アンジオテンシンアミド angiotensinamide

2933.29 アンタゾリン antazoline

2933.29 アプラクロニジン apraclonidine

2933.29 アルファラシン arfalasin

2933.29 アチパメゾール atipamezole

2933.29 アゾリミン azolimine

2933.29 バムニダゾール bamnidazole

2933.29 ベンクロニジン benclonidine

2933.29 ベンテマゾール bentemazole

2933.29 ベンズニダゾール benznidazole

2933.29 ビホナゾール bifonazole

2933.29 ビサントレン bisantrene

2933.29 ビスフェンチジン bisfentidine

2933.29 ブリモニジン brimonidine

2933.29 ブロラコナゾール brolaconazole

2933.29 ブトコナゾール butoconazole

2933.29 カモナグレル camonagrel

2933.29 カルビマゾール carbimazole

2933.29 カルニダゾール carnidazole

2933.29 シベンゾリン cibenzoline

2933.29 シランセトロン cilansetron

2933.29 シルタゾリン cilutazoline

2933.29 シメチジン cimetidine

2933.29 シラゾリン cirazoline

2933.29 クリンバゾール climbazole

2933.29 クロナゾリン clonazoline

2933.29 クロニジン clonidine
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2933.29 クロトリマゾール clotrimazole

2933.29 クロコナゾール croconazole

2933.29 ダカルバジン dacarbazine

2933.29 ダズメグレル dazmegrel

2933.29 ダゾキシベン dazoxiben

2933.29 デモコナゾール democonazole

2933.29 デンジモール denzimol

2933.29 デリグリドール deriglidole

2933.29 デトミジン detomidine

2933.29 デキスロフェキシジン dexlofexidine

2933.29 デキスメデトミジン dexmedetomidine

2933.29 ジメトリダゾール dimetridazole

2933.29 ドマゾリン domazoline

2933.29 ドキセニトイン doxenitoin

2933.29 エベルコナゾール eberconazole

2933.29 エコナゾール econazole

2933.29 エフェトゾール efetozole

2933.29 エナルキレン enalkiren

2933.29 エニルコナゾール enilconazole

2933.29 エノキシモン enoximone

2933.29 エタニダゾール etanidazole

2933.29 エチンチジン etintidine

2933.29 エトミダート etomidate

2933.29 エトナム etonam

2933.29 フェンフルミゾール fenflumizol

2933.29 フェンメトゾール fenmetozole

2933.29 フェノバム fenobam

2933.29 フェノキサゾリン fenoxazoline

2933.29 フェンチコナゾール fenticonazole

2933.29 フェルチレリン fertirelin

2933.29 フェキシニダゾール fexinidazole

2933.29 塩化フルダゾニウム fludazonium chloride

2933.29 フルミゾール flumizole

2933.29 フルニダゾール flunidazole

2933.29 フルトミダート flutomidate

2933.29 フルトニジン flutonidine

2933.29 フルトリマゾール flutrimazole

2933.29 ホスホクレアチニン fosfocreatinine

2933.29 ギラコダゾール giracodazole

2933.29 グリブチミン glibutimine

2933.29 ゴナドレリン gonadorelin

2933.29 ヒスチジン histidine

2933.29 イドラルフィジン idralfidine

2933.29 イマゾダン imazodan

2933.29 イミダプリル imidapril

2933.29 サリチル酸イミダゾール imidazole salicylate

2933.29 イミドカルブ imidocarb

2933.29 イミドリン imidoline

2933.29 インプロミジン impromidine

2933.29 インダナゾリン indanazoline

2933.29 インダニジン indanidine

2933.29 イプロニダゾール ipronidazole

2933.29 イルテマゾール irtemazole

2933.29 イサグリドール isaglidole

2933.29 イソコナゾール isoconazole

2933.29 レダゼロール ledazerol

2933.29 レブロフェキシジン levlofexidine

2933.29 リアロゾール liarozole

2933.29 リントプリド lintopride

2933.29 ロフェミゾール lofemizole
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2933.29 ロフェキシジン lofexidine

2933.29 ロンバゾール lombazole

2933.29 ロサルタン losartan

2933.29 メデトミジン medetomidine

2933.29 メフェニジル mefenidil

2933.29 メタザミド metazamide

2933.29 メテトイン metetoin

2933.29 メチアミド metiamide

2933.29 メトミダート metomidate

2933.29 メトラファゾリン metrafazoline

2933.29 メトロニダゾール metronidazole

2933.29 ミコナゾール miconazole

2933.29 ミダフルル midaflur

2933.29 ミダゾグレル midazogrel

2933.29 ミフェンチジン mifentidine

2933.29 ミピマゾール mipimazole

2933.29 ミソニダゾール misonidazole

2933.29 ミバゼロール mivazerol

2933.29 ナファグレル nafagrel

2933.29 ナフィミドン nafimidone

2933.29 ナパメゾール napamezole

2933.29 ナファゾリン naphazoline

2933.29 ネマゾリン nemazoline

2933.29 ネチコナゾール neticonazole

2933.29 ニマゾン nimazone

2933.29 ニトレファゾール nitrefazole

2933.29 ニゾフェノン nizofenone

2933.29 オクチミバート octimibate

2933.29 オダルプロフェン odalprofen

2933.29 オモコナゾール omoconazole

2933.29 オンダンセトロン ondansetron

2933.29 オルコナゾール orconazole

2933.29 オルニダゾール ornidazole

2933.29 オキシコナゾール oxiconazole

2933.29 オキシメタゾリン oxymetazoline

2933.29 オザグレル ozagrel

2933.29 フェナマゾリン phenamazoline

2933.29 フェントラミン phentolamine

2933.29 酢酸プレザチド銅 prezatide copper acetate

2933.29 プロペニダゾール propenidazole

2933.29 プロポキサート propoxate

2933.29 レミキレン remikiren

2933.29 ロラファグレル rolafagrel

2933.29 ロミフィジン romifidine

2933.29 ロニダゾール ronidazole

2933.29 セクニダゾール secnidazole

2933.29 塩化セパゾニウム sepazonium chloride

2933.29 セピモスタット sepimostat

2933.29 ソプロミジン sopromidine

2933.29 スチリマゾール stirimazole

2933.29 スルコナゾール sulconazole

2933.29 スルニダゾール sulnidazole

2933.29 テファゾリン tefazoline

2933.29 テリパラチド teriparatide

2933.29 テルニダゾール ternidazole

2933.29 テトリゾリン tetryzoline

2933.29 チアマゾール thiamazole

2933.29 チフラミゾール tiflamizole

2933.29 チナゾリン tinazoline

2933.29 チニダゾール tinidazole
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2933.29 トラゾリン tolazoline

2933.29 トロニジン tolonidine

2933.29 トラマゾリン tramazoline

2933.29 トリクロダゾール triclodazol

2933.29 トリフェナグレル trifenagrel

2933.29 トリレチド triletide

2933.29 バルコナゾール valconazole

2933.29 キシロメタゾリン xylometazoline

2933.29 ゼチドリン zetidoline

2933.29 ジミドベン zimidoben

2933.29 ゾフィコナゾール zoficonazole

2933.33 アルフェンタニル alfentanil

2933.33 アニレリジン anileridine

2933.33 ベジトラミド bezitramide

2933.33 ブロマゼパム bromazepam

2933.33 ジフェノキシン difenoxin

2933.33 ジフェノキシレート diphenoxylate

2933.33 ジピパノン dipipanone

2933.33 フェンタニール fentanyl

2933.33 ケトベミドン ketobemidone

2933.33 メチルフェニデート methylphenidate

2933.33 ペンタゾシン pentazocine

2933.33 ペチジン pethidine

2933.33 フェンシクリジン phencyclidine

2933.33 フェノペリジン phenoperidine

2933.33 ピプラドロール pipradrol

2933.33 ピリトラミド piritramide

2933.33 プロピラム propiram

2933.33 トリメペリジン trimeperidine

2933.39 イバゾシン ibazocine

2933.39 アセクリジン aceclidine

2933.39 アセペロン aceperone

2933.39 アコニアジド aconiazide

2933.39 アクリバスチン acrivastine

2933.39 アレプリド alepride

2933.39 アリルプロジン allylprodine

2933.39 アルファメプロジン alphameprodine

2933.39 アルファプロジン alphaprodine

2933.39 アルタピゾン altapizone

2933.39 アンバシリド ambasilide

2933.39 アミペロン amiperone

2933.39 アムロジピン amlodipine

2933.39 アナゾシン anazocine

2933.39 アンピルトリン anpirtoline

2933.39 アラニジピン aranidipine

2933.39 アルプロミジン arpromidine

2933.39 アステミゾール astemizole

2933.39 アザシクロノール azacyclonol

2933.39 アザタジン azatadine

2933.39 アゼルニジピン azelnidipine

2933.39 バミピン bamipine

2933.39 バルニジピン barnidipine

2933.39 ベニジピン benidipine

2933.39 ベンペリドール benperidol

2933.39 ベンプロペリン benproperine

2933.39 ベンリキサート benrixate

2933.39 ベンゼチジン benzethidine

2933.39 ベンゼチミド benzetimide

2933.39 ベンジンドピリン benzindopyrine

2933.39 ベンゾクリジン benzoclidine
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2933.39 ベンズピペリロン benzpiperylone

2933.39 臭化ベンズピリニウム benzpyrinium bromide

2933.39 ベルトサミル bertosamil

2933.39 ベタヒスチン betahistine

2933.39 ベータメプロジン betameprodine

2933.39 ベータプロジン betaprodine

2933.39 メチル硫酸ベボニウム bevonium metilsulfate

2933.39 ビシファジン bicifadine

2933.39 ビジソミド bidisomide

2933.39 ビエタミベリン bietamiverine

2933.39 ビニフィブラート binifibrate

2933.39 ビペリデン biperiden

2933.39 ビサコジル bisacodyl

2933.39 ビサラミル bisaramil

2933.39 ビチパゾン bitipazone

2933.39 ブレマゾシン bremazocine

2933.39 ブリフェンタニル brifentanil

2933.39 ブロクレプリド broclepride

2933.39 ブロムペリドール bromperidol

2933.39 ブロンフェニラミン brompheniramine

2933.39 ブロペラモール broperamole

2933.39 ブジピン budipine

2933.39 ブピコミド bupicomide

2933.39 ブピバカイン bupivacaine

2933.39 ブタニキシン butanixin

2933.39 ブタベリン butaverine

2933.39 ブチチゾシン butinazocine

2933.39 ブトピプリン butopiprine

2933.39 ブトキシラート butoxylate

2933.39 カバスチン cabastine

2933.39 カンホタミド camphotamide

2933.39 カルバゼラン carbazeran

2933.39 カルビノキサミン carbinoxamine

2933.39 カレバスチン carebastine

2933.39 カルフェンタニル carfentanil

2933.39 カルモキシロール carmoxirole

2933.39 カルペリジン carperidine

2933.39 カルペロン carperone

2933.39 カルピプラミン carpipramine

2933.39 カルボトロリン carvotroline

2933.39 塩化セチルピリジニウム cetylpyridinium chloride

2933.39 クロロピラミン chloropyramine

2933.39 クロルフェナミン chlorphenamine

2933.39 シアメキソン ciamexon

2933.39 シクロニカート ciclonicate

2933.39 臭化シクロトロピウム ciclotropium bromide

2933.39 シルニジピン cilnidipine

2933.39 シニタプリド cinitapride

2933.39 シンペレン cinperene

2933.39 シサプリド cisapride

2933.39 クレボプリド clebopride

2933.39 クリブカイン clibucaine

2933.39 臭化クリジニウム clidinium bromide

2933.39 クロカプラミン clocapramine

2933.39 クロフルペロール clofluperol

2933.39 クロニキセリル clonixeril

2933.39 クロニキシン clonixin

2933.39 クロペラスチン cloperastine

2933.39 クロピドール clopidol

2933.39 クロピモジド clopimozide
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2933.39 クロロペロン cloroperone

2933.39 コガゾシン cogazocine

2933.39 クロトニアジド crotoniazide

2933.39 シクラゾシン cyclazocine

2933.39 シクリラミン cycliramine

2933.39 シクロメチカイン cyclomethycaine

2933.39 シクリミン cycrimine

2933.39 シプロヘプタジン cyproheptadine

2933.39 シプロリドール cyprolidol

2933.39 臭化ダクロニウム dacuronium bromide

2933.39 ダニトラセン danitracen

2933.39 ダザドロール dazadrol

2933.39 デクレンペロン declenperone

2933.39 デフェリプロン deferiprone

2933.39 デルパニカート derpanicate

2933.39 デキスブロンフェニラミン dexbrompheniramine

2933.39 デキスクロルフェニラミン dexchlorpheniramine

2933.39 デキセチミド dexetimide

2933.39 デキシバカイン dexivacaine

2933.39 デキスニグルジピン dexniguldipine

2933.39 ジアモカイン diamocaine

2933.39 ジクロニキシン diclonixin

2933.39 よう化ジコリニウム dicolinium iodide

2933.39 ジフェメトレクス difemetorex

2933.39 ジフェニドール difenidol

2933.39 ジフェノキシミド difenoximide

2933.39 ジヘキシベリン dihexyverine

2933.39 ジルメホン dilmefone

2933.39 よう化ジメコロニウム dimecolonium iodide

2933.39 ジメチンデン dimetindene

2933.39 ジオドン diodone

2933.39 ジペロドン diperodon

2933.39 メチル硫酸ジフェマニル diphemanil metilsulfate

2933.39 ブシェニルピラリン diphenylpyraline

2933.39 ジピプロベリン dipiproverine

2933.39 ジピリチオン dipyrithione

2933.39 ジソブタミド disobutamide

2933.39 ジソピラミド disopyramide

2933.39 臭化ジスチグミン distigmine bromide

2933.39 ジスプラゾール disuprazole

2933.39 ジテキレン ditekiren

2933.39 塩化ジテルカリニウム ditercalinium chloride

2933.39 ドラセトロン dolasetron

2933.39 ドンペリドン domperidone

2933.39 ドラスチン dorastine

2933.39 ドキシラミン doxylamine

2933.39 臭化ドロクリジニウム droclidinium bromide

2933.39 ドロペンピン dropempine

2933.39 ドロペリドール droperidol

2933.39 ドロキシカイニド droxicainide

2933.39 ドロキシプロピン droxypropine

2933.39 ジクロニン dyclonine

2933.39 エバスチン ebastine

2933.39 エリブロジル eliprodil

2933.39 エミグリタート emiglitate

2933.39 エンカイニド encainide

2933.39 エンジキサプリン endixaprine

2933.39 エネフェキシン enefexine

2933.39 エニクロブラート eniclobrate

2933.39 エンピロリン enpiroline
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2933.39 エペリゾン eperisone

2933.39 エスパトロパート espatropate

2933.39 エストラプロニカート estrapronicate

2933.39 エチオナミド ethionamide

2933.39 エトフィブラート etofibrate

2933.39 エトキセリジン etoxeridine

2933.39 ユーカトロピン eucatropine

2933.39 フェロジピン felodipine

2933.39 フェモキセチン femoxetine

2933.39 メチル硫酸フェンクレキソニウム fenclexonium metilsulfate

2933.39 フェノクチミン fenoctimine

2933.39 フェンペラート fenperate

2933.39 フェンピプラミド fenpipramide

2933.39 フェンピプラン fenpiprane

2933.39 臭化フェンピベリニウム fenpiverinium bromide

2933.39 フェニラミドール fenyramidol

2933.39 フェピトリゾール fepitrizol

2933.39 フェルピホサートナトリウム ferpifosate sodium

2933.39 フェトキシラート fetoxilate

2933.39 フラザロン flazalone

2933.39 フレカイニド flecainide

2933.39 フルアズロン fluazuron

2933.39 フルメリドン flumeridone

2933.39 フルニキシン flunixin

2933.39 フルペラミド fluperamide

2933.39 フルピルチン flupirtine

2933.39 フルプラノン flupranone

2933.39 フルスピペロン fluspiperone

2933.39 ホスピラート fospirate

2933.39 フチバジド ftivazide

2933.39 ガピコミン gapicomine

2933.39 ガプロミジン gapromidine

2933.39 ゲマゾシン gemazocine

2933.39 ゲボトロリン gevotroline

2933.39 グレマンセリン glemanserin

2933.39 グラニセトロン granisetron

2933.39 グアヤパート guaiapate

2933.39 グアナクリン guanacline

2933.39 ハロペミド halopemide

2933.39 ハロペリドール haloperidol

2933.39 ヘプロニカート hepronicate

2933.39 ヘプジシン hepzidine

2933.39 ヘキサジリン hexadiline

2933.39 ヒドロキシペチジン hydroxypethidine

2933.39 酒石酸ヒドロキシピリジン hydroxypyridine tartrate

2933.39 イダベリン idaverine

2933.39 イフェンプロジル ifenprodil

2933.39 イホキセチン ifoxetine

2933.39 インダルピン indalpine

2933.39 インドピン indopine

2933.39 インドラミン indoramin

2933.39 ニコチン酸イノシトール inositol nicotinate

2933.39 イオピドール iopydol

2933.39 イオピドン iopydone

2933.39 イプラグラチン ipragratine

2933.39 イプロニアジド iproniazid

2933.39 イスボグレル isbogrel

2933.39 イソニアジド isoniazid

2933.39 イソニキシン isonixin

2933.39 ケタゾシン ketazocine
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2933.39 ラシジピン lacidipine

2933.39 ラムチジン lamtidine

2933.39 ランソプラゾール lansoprazole

2933.39 塩化ラピリウム lapirium chloride

2933.39 ラボルチジン lavoltidine

2933.39 ラザベミド lazabemide

2933.39 レミルジピン lemildipine

2933.39 レンペロン lenperone

2933.39 レプタクリン leptacline

2933.39 レルカニジピン lercanidipine

2933.39 レボカバスチン levocabastine

2933.39 レボファセトペラン levofacetoperane

2933.39 リフィブラート lifibrate

2933.39 リラナフタート liranaftate

2933.39 リトキセチン litoxetine

2933.39 ロダキサプリン lodaxaprine

2933.39 ロフェンタニル lofentanil

2933.39 ロペラミド loperamide

2933.39 ロペラミドオキシド loperamide oxide

2933.39 ロラタジン loratadine

2933.39 ロルカイニド lorcainide

2933.39 ルフィロニル lufironil

2933.39 メレチミド meletimide

2933.39 メルペロン melperone

2933.39 臭化メペンゾラート mepenzolate bromide

2933.39 メピロキソール mepiroxol

2933.39 メピバカイン mepivacaine

2933.39 メピラミン mepyramine

2933.39 メスジピン mesudipine

2933.39 メタニキシン metanixin

2933.39 メタジド metazide

2933.39 メタゾシン metazocine

2933.39 メタニアジド methaniazide

2933.39 メチピロクス metipirox

2933.39 メチラポン metyrapone

2933.39 メチリジン metyridine

2933.39 メザコプリド mezacopride

2933.39 ミシニカート micinicate

2933.39 ミダグリゾール midaglizole

2933.39 ミグリトール miglitol

2933.39 ミレンペロン milenperone

2933.39 ミルリノン milrinone

2933.39 ミルベリン milverine

2933.39 ミンドジロール mindodilol

2933.39 ミンドペロン mindoperone

2933.39 塩化ミリピリウム miripirium chloride

2933.39 モダリン modaline

2933.39 モデカイニド modecainide

2933.39 モジパファント modipafant

2933.39 モペロン moperone

2933.39 モサプラミン mosapramine

2933.39 モキサゾシン moxazocine

2933.39 ミファドール myfadol

2933.39 ナジフロキサシン nadifloxacin

2933.39 ナノフィン nanofin

2933.39 ネピナロン nepinalone

2933.39 ニアラミド nialamide

2933.39 ニカメタート nicametate

2933.39 ニカラベン nicaraven

2933.39 ニカルジピン nicardipine
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2933.39 ニセリトロール niceritrol

2933.39 ニコボキシル nicoboxil

2933.39 ニコクロナート nicoclonate

2933.39 ニコフィブラート nicofibrate

2933.39 ニコグレラート nicogrelate

2933.39 ニコモール nicomol

2933.39 ニコランジル nicorandil

2933.39 ニコチアゾン nicothiazone

2933.39 ニコキサマト nicoxamat

2933.39 ニクチンドール nictindole

2933.39 ニフェジピン nifedipine

2933.39 ニフルム酸 niflumic acid

2933.39 ニグルジピン niguldipine

2933.39 ニケタミド nikethamide

2933.39 ニルジピン niludipine

2933.39 ニルバジピン nilvadipine

2933.39 ニモジピン nimodipine

2933.39 ニオメタシン niometacin

2933.39 ニプロファゾン niprofazone

2933.39 ニソルジピン nisoldipine

2933.39 ニトレンジピン nitrendipine

2933.39 ニキシル酸 nixylic acid

2933.39 ノメリジン nomelidine

2933.39 ノルピパノン norpipanone

2933.39 ヌベンゼピン nuvenzepine

2933.39 塩化オビドキシム obidoxime chloride

2933.39 オクフェンタニル ocfentanil

2933.39 オクタピノール octapinol

2933.39 オクテニジン octenidine

2933.39 オホルニン ofornine

2933.39 オメプラゾール omeprazole

2933.39 オピニアジド opiniazide

2933.39 オテンゼパド otenzepad

2933.39 オキシニアク酸 oxiniacic acid

2933.39 オキシペロミド oxiperomide

2933.39 オキシラミド oxiramide

2933.39 オキシスラン oxisuran

2933.39 オクスフェネリジン oxpheneridine

2933.39 オキシクリピン oxyclipine

2933.39 パロニジピン palonidipine

2933.39 パンコプリド pancopride

2933.39 臭化パンクロニウム pancuronium bromide

2933.39 パニダゾール panidazole

2933.39 パンテニカート pantenicate

2933.39 パントプラゾール pantoprazole

2933.39 パヌラミン panuramine

2933.39 臭化パラペンゾラート parapenzolate bromide

2933.39 パリドカイン paridocaine

2933.39 パシニアジド pasiniazid

2933.39 ペメリド pemerid

2933.39 ペンピジン pempidine

2933.39 ペンフルリドール penfluridol

2933.39 ペンタピペリド pentapiperide

2933.39 メチル硫酸ペンタピペリウム pentapiperium metilsulfate

2933.39 ペンチソミド pentisomide

2933.39 ペラスチン perastine

2933.39 ペルホメジル perfomedil

2933.39 ペルヘキシリン perhexiline

2933.39 フェナンプロミド phenampromide

2933.39 フェナゾシン phenazocine
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2933.39 フェナゾピリジン phenazopyridine

2933.39 フェネリジン pheneridine

2933.39 フェニラミン pheniramine

2933.39 ピバキシジン pibaxizine

2933.39 ピカフィブラート picafibrate

2933.39 ピセナドール picenadol

2933.39 ピコベンジド picobenzide

2933.39 ピコドララジン picodralazine

2933.39 ピコラミン picolamine

2933.39 ピコノール piconol

2933.39 ピコペリン picoperine

2933.39 ピコプラゾール picoprazole

2933.39 ピコトリン picotrin

2933.39 ピクメテロール picumeterol

2933.39 ピフェナート pifenate

2933.39 ピホキシム pifoxime

2933.39 ピケトプロフェン piketoprofen

2933.39 ピメクロン pimeclone

2933.39 ピメタシン pimetacin

2933.39 ピメチン pimetine

2933.39 ピメトレミド pimetremide

2933.39 ピミノジン piminodine

2933.39 ピモニダゾール pimonidazole

2933.39 ピモジド pimozide

2933.39 ピナシジル pinacidil

2933.39 ピノールカイン pinolcaine

2933.39 ピパンペロン pipamperone

2933.39 臭化ピペンゾラート pipenzolate bromide

2933.39 ピペリドレート piperidolate

2933.39 ピペロカイン piperocaine

2933.39 ピペリロン piperylone

2933.39 ピペタナート pipethanate

2933.39 ピポクタノン pipoctanone

2933.39 ピポキシジン pipoxizine

2933.39 ピプラジマドール pipradimadol

2933.39 ピプラマドール pipramadol

2933.39 よう化ピプロクラリウム piprocurarium iodide

2933.39 ピルブテロール pirbuterol

2933.39 臭化ピルドニウム pirdonium bromide

2933.39 ピリドカイン piridocaine

2933.39 ピリドキシラート piridoxilate

2933.39 ピリドロン酸 piridronic acid

2933.39 ピリフィブラート pirifibrate

2933.39 ピリニダゾール pirinidazole

2933.39 ピリスダノール pirisudanol

2933.39 ピルメノール pirmenol

2933.39 ピロダビル pirodavir

2933.39 ピロキシモン piroximone

2933.39 ピロザジル pirozadil

2933.39 ピルテニジン pirtenidine

2933.39 ピトフェノン pitofenone

2933.39 ピツキサート pituxate

2933.39 よう化プラリドキシム pralidoxime iodide

2933.39 プラニジピン pranidipine

2933.39 プレクラモール preclamol

2933.39 プリベカイン pribecaine

2933.39 プリデペロン prideperone

2933.39 プリジノール pridinol

2933.39 プリマペロン primaperone

2933.39 プリソチノール prisotinol
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2933.39 プロジピン prodipine

2933.39 プロペリジン properidine

2933.39 プロピネチジン propinetidine

2933.39 プロピポカイン propipocaine

2933.39 プロピベリン propiverine

2933.39 プロピリオドン propyliodone

2933.39 プロピペロン propyperone

2933.39 プロチオナミド protionamide

2933.39 ピリカルバート pyricarbate

2933.39 臭化ピリドスチグミン pyridostigmine bromide

2933.39 ピリノリン pyrinoline

2933.39 ピリチオン亜鉛 pyrithione zinc

2933.39 ピリチノール pyritinol

2933.39 ピタミン pytamine

2933.39 クァダゾシン quadazocine

2933.39 キフェナジン quifenadine

2933.39 臭化キヌクリウム quinuclium bromide

2933.39 キヌプラミン quinupramine

2933.39 ラベプラゾール rabeprazole

2933.39 レミフェンタニル remifentanil

2933.39 レンザプリド renzapride

2933.39 レパグリニド repaglinide

2933.39 リドグレル ridogrel

2933.39 リロピロクス rilopirox

2933.39 リミテロール rimiterol

2933.39 リオジピン riodipine

2933.39 リセドロン酸 risedronic acid

2933.39 リスペンゼピン rispenzepine

2933.39 リスチアノール ristianol

2933.39 ログレチミド rogletimide

2933.39 ロニフィブラート ronifibrate

2933.39 ロピトイン ropitoin

2933.39 ロピバカイン ropivacaine

2933.39 ロトキサミン rotoxamine

2933.39 ロキサチジン roxatidine

2933.39 ロキシンドール roxindole

2933.39 ロキソペロン roxoperone

2933.39 サフィロニル safironil

2933.39 サリナジド salinazid

2933.39 サメリジン sameridine

2933.39 サンピルチン sampirtine

2933.39 セルホテル selfotel

2933.39 セキフェナジン sequifenadine

2933.39 セルチンドール sertindole

2933.39 シボピルジン sibopirdine

2933.39 ピコホスファートナトリウム sodium picofosfate

2933.39 ピコスルファートナトリウム sodium picosulfate

2933.39 ソルビニカート sorbinicate

2933.39 スピペロン spiperone

2933.39 スピラミド spiramide

2933.39 スピルゲチン spirgetine

2933.39 スピリレン spirilene

2933.39 よう化スチルバジウム stilbazium iodide

2933.39 スホチジン sufotidine

2933.39 スキセメリド suxemerid

2933.39 タミチノール tamitinol

2933.39 テジサミル tedisamil

2933.39 テフェンペラート tefenperate

2933.39 テルジピン teludipine

2933.39 テピリンドール tepirindole
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2933.39 テルフェナジン terfenadine

2933.39 チブル酸 tibric acid

2933.39 チカルボジン ticarbodine

2933.39 チミペロン timiperone

2933.39 チモプラゾール timoprazole

2933.39 トルパドール tolpadol

2933.39 トルペリゾン tolperisone

2933.39 トルプロニン tolpronine

2933.39 トナゾシン tonazocine

2933.39 トランスカイニド transcainide

2933.39 トラゾロプリド trazolopride

2933.39 トレフェンタニル trefentanil

2933.39 トリフロシン triflocin

2933.39 トリフルペリドール trifluperidol

2933.39 トリヘキシフェニジル trihexyphenidyl

2933.39 臭化トリメドキシム trimedoxime bromide

2933.39 トリメタミド trimetamide

2933.39 トリメチジニウムメトスルファート trimethidinium methosulfate

2933.39 トリペレナミン tripelennamine

2933.39 トリプロリジン triprolidine

2933.39 トロピカミド tropicamide

2933.39 トロキシピド troxipide

2933.39 よう化トルキシピクリウム truxipicurium iodide

2933.39 ウフィプラゾール ufiprazole

2933.39 バドカイン vadocaine

2933.39 バミカミド vamicamide

2933.39 バピプロスト vapiprost

2933.39 臭化ベクロニウム vecuronium bromide

2933.39 ベラジド verazide

2933.39 ボラゾシン volazocine

2933.39 ザビシプリル zabicipril

2933.39 ザビシプリラト zabiciprilat

2933.39 ザコプリド zacopride

2933.39 ジメルジン zimeldine

2933.39 ジンドトリン zindotrine

2933.41 レボルファノール levorphanol

2933.49 アバノキル abanoquil

2933.49 アセキノリン acequinoline

2933.49 アクチノキノール actinoquinol

2933.49 アミノキノール aminoquinol

2933.49 アミノキヌリド aminoquinuride

2933.49 アミキンシン amiquinsin

2933.49 アモジアキン amodiaquine

2933.49 アモピロキン amopyroquine

2933.49 アムキナート amquinate

2933.49 ベシル酸アトラクリウム atracurium besilate

2933.49 ベンゾキシキン benzoxiquine

2933.49 ビンフロキサシン binfloxacin

2933.49 ビソブリン bisobrin

2933.49 ブレキナル brequinar

2933.49 ブロキナルドール broquinaldol

2933.49 ブロキサルジン broxaldine

2933.49 ブロキシキノリン broxyquinoline

2933.49 ブキノラート buquinolate

2933.49 ブトルファノール butorphanol

2933.49 カルバゾシン carbazocine

2933.49 セテフロキサシン cetefloxacin

2933.49 クロロキン chloroquine

2933.49 クロルキナルドール chlorquinaldol

2933.49 シカルペロン cicarperone
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2933.49 シンコカイン cinchocaine

2933.49 シンコフェン cinchophen

2933.49 シプレファドール ciprefadol

2933.49 シプロキナート ciproquinate

2933.49 クラモキシキン clamoxyquine

2933.49 クレトキン cletoquine

2933.49 クリミクァリン climiqualine

2933.49 クリナフロキサシン clinafloxacin

2933.49 クリオキノール clioquinol

2933.49 クロフェベリン clofeverine

2933.49 クロキナート cloquinate

2933.49 クロキシキン cloxiquine

2933.49 クプロキソリン cuproxoline

2933.49 デブリソキン debrisoquine

2933.49 デコキナート decoquinate

2933.49 塩化デカリニウム dequalinium chloride

2933.49 デキストロメトルファン dextromethorphan

2933.49 デキストロルファン dextrorphan

2933.49 ジクロフェンシン diclofensine

2933.49 ジヨードヒドロキシキノリン diiodohydroxyquinoline

2933.49 ジモキシリン dimoxyline

2933.49 ジゾシルピン dizocilpine

2933.49 塩化ドキサクリウム doxacurium chloride

2933.49 ドロタベリン drotaverine

2933.49 ドロテバノール drotebanol

2933.49 エスプロキン esproquine

2933.49 エタベリン ethaverine

2933.49 ファモチン famotine

2933.49 フロクタフェニン floctafenine

2933.49 フロリフェニン florifenine

2933.49 フロセキナン flosequinan

2933.49 グラフェニン glafenine

2933.49 グアニソキン guanisoquine

2933.49 塩化ヘダキニウム hedaquinium chloride

2933.49 ヒドロキシクロロキン hydroxychloroquine

2933.49 イキンダミン iquindamine

2933.49 イルロキサシン irloxacin

2933.49 イソチキミド isotiquimide

2933.49 イトロカイニド itrocainide

2933.49 イボクァリン ivoqualine

2933.49 ケトルファノール ketorfanol

2933.49 メチル硫酸ラウデキシウム laudexium metilsulfate

2933.49 酢酸ラウロリニウム laurolinium acetate

2933.49 レニキンシン leniquinsin

2933.49 レバロルファン levallorphan

2933.49 レボメソルファン levomethorphan

2933.49 レボフェナシルモルファン levophenacylmorphan

2933.49 メビキン mebiquine

2933.49 メフロキン mefloquine

2933.49 メモチン memotine

2933.49 メラフロキサシン merafloxacin

2933.49 メトホリン metofoline

2933.49 塩化ミバクリウム mivacurium chloride

2933.49 モエキシプリル moexipril

2933.49 モエキシプリラト moexiprilat

2933.49 モキサベリン moxaverine

2933.49 ネオシンコフェン neocinchophen

2933.49 ネキナート nequinate

2933.49 ニカフェニン nicafenine

2933.49 ニカイノプロール nicainoprol
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2933.49 ニセベリン niceverine

2933.49 ニトロキソリン nitroxoline

2933.49 ノミフェンシン nomifensine

2933.49 ノルレボルファノール norlevorphanol

2933.49 オクタベリン octaverine

2933.49 オキサムニキン oxamniquine

2933.49 オキシシンコフェン oxycinchophen

2933.49 パマキン pamaquine

2933.49 パパベロリン papaveroline

2933.49 ペンタキン pentaquine

2933.49 フェノモルファン phenomorphan

2933.49 ピペクァリン pipequaline

2933.49 プリマキン primaquine

2933.49 プロキノラート proquinolate

2933.49 塩化ピルビニウム pyrvinium chloride

2933.49 キナカイノール quinacainol

2933.49 キナルジンブルー quinaldine blue

2933.49 キナプリル quinapril

2933.49 キナプリラト quinaprilat

2933.49 キンデカミン quindecamine

2933.49 キネタラート quinetalate

2933.49 キニソカイン quinisocaine

2933.49 キノシド quinocide

2933.49 キンプレナリン quinprenaline

2933.49 キンチオホス quintiofos

2933.49 ラセメソルファン racemethorphan

2933.49 ラセモルファン racemorphan

2933.49 ロソキサシン rosoxacin

2933.49 サキナビル saquinavir

2933.49 ソキノロール soquinolol

2933.49 テブキン tebuquine

2933.49 テルベキニル terbequinil

2933.49 チルブロキノール tilbroquinol

2933.49 チリキノール tiliquinol

2933.49 チキナミド tiquinamide

2933.49 チソクォン tisoquone

2933.49 トシル酸トレチニウム trethinium tosilate

2933.49 トレトキノール tretoquinol

2933.49 ベラドリン veradoline

2933.49 ベルルカスト verlukast

2933.49 ビクァリン viqualine

2933.53 アロバルビタール allobarbital

2933.53 アモバルビタール amobarbital

2933.53 バルビタール barbital

2933.53 バルビタールナトリウム barbital sodium

2933.53 ブタルビタール butalbital

2933.53 シクロバルビタール cyclobarbital

2933.53 メチルフェノバルビタール methylphenobarbital

2933.53 ペントバルビタール pentobarbital

2933.53 フェノバルビタール phenobarbital

2933.53 フェノバルビタールナトリウム phenobarbital sodium

2933.53 セクブタバルビタール secbutabarbital

2933.53 セコバルビタール secobarbital

2933.53 ビニルビタール vinylbital

2933.54 アプロバルビタール aprobarbital

2933.54 バルベキサクロン barbexaclone

2933.54 ベンゾバルビタール benzobarbital

2933.54 ブラロバルビタール brallobarbital

2933.54 ブコローム bucolome

2933.54 カルブバルブ carbubarb
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2933.54 ジフェバルバマート difebarbamate

2933.54 エテロバルブ eterobarb

2933.54 ヘプタバルブ heptabarb

2933.54 ヘキソバルビタール hexobarbital

2933.54 メタルビタール metharbital

2933.54 メチツラール methitural

2933.54 メトヘキシタール methohexital

2933.54 ネアルバルビタール nealbarbital

2933.54 フェタルビタール phetharbital

2933.54 プラジトン prazitone

2933.54 プロバルビタールナトリウム probarbital sodium

2933.54 プロキシバルバール proxibarbal

2933.54 タルブタール talbutal

2933.54 テトラバルビタール tetrabarbital

2933.54 チアルバルビタール thialbarbital

2933.54 チオペンタールナトリウム thiopental sodium

2933.54 チオテトラバルビタール thiotetrabarbital

2933.54 ビンバルビタール vinbarbital

2933.55 ロプラゾラム loprazolam

2933.55 メクロカロン mecloqualone

2933.55 メタカロン methaqualone

2933.55 ジペプロール zipeprol

2933.59 アカプラジン acaprazine

2933.59 アセチアミン acetiamine

2933.59 アシクロビル aciclovir

2933.59 アシテマート acitemate

2933.59 アクチソミド actisomide

2933.59 アジテレン aditeren

2933.59 アジトプリム aditoprime

2933.59 アフロクァロン afloqualone

2933.59 アロプリノール allopurinol

2933.59 アルペルチン alpertine

2933.59 アルタンセリン altanserin

2933.59 アミフロキサシン amifloxacin

2933.59 アミノメトラジン aminometradine

2933.59 アミノプテリンナトリウム aminopterin sodium

2933.59 アミソメトラジン amisometradine

2933.59 アモカルジン amocarzine

2933.59 アンペロジド amperozide

2933.59 アンプロリウム amprolium

2933.59 アンピリミン ampyrimine

2933.59 アナグレリド anagrelide

2933.59 アニソピロール anisopirol

2933.59 アントラフェニン antrafenine

2933.59 アプタザピン aptazapine

2933.59 アロニキシル aronixil

2933.59 アルプリノシド arprinocid

2933.59 アテビルジン atevirdine

2933.59 アチプロシン atiprosin

2933.59 アザブペロン azabuperone

2933.59 アザニダゾール azanidazole

2933.59 アザペロン azaperone

2933.59 アザプロシン azaprocin

2933.59 アザキンゾール azaquinzole

2933.59 アザチオプリン azathioprine

2933.59 バキロプリム baquiloprim

2933.59 バテラピン batelapine

2933.59 ベラリジン belarizine

2933.59 ベマリノン bemarinone

2933.59 ベミトラジン bemitradine
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2933.59 ベンデリジン benderizine

2933.59 ベンフォチアミン benfotiamine

2933.59 ベンチアミン bentiamine

2933.59 ベンチピミン bentipimine

2933.59 ビフェプロフェン bifeprofen

2933.59 ビニゾラスト binizolast

2933.59 ビスベンチアミン bisbentiamine

2933.59 ブリンドキシム brindoxime

2933.59 ブロジモプリム brodimoprim

2933.59 ブロピリミン bropirimine

2933.59 ブカイニド bucainide

2933.59 ブシクロビル buciclovir

2933.59 ブクリジン buclizine

2933.59 ブメピジル bumepidil

2933.59 ブナゾシン bunazosin

2933.59 ブキネラン buquineran

2933.59 ブキテリン buquiterine

2933.59 ブスピロン buspirone

2933.59 ブタンセリン butanserin

2933.59 ブテリジン buterizine

2933.59 ブタリタールナトリウム buthalital sodium

2933.59 レボホリン酸カルシウム calcium levofolinate

2933.59 カルモフール carmofur

2933.59 カルサトリン carsatrin

2933.59 セチリジン cetirizine

2933.59 クロロベンゾキサミン chlorbenzoxamine

2933.59 クロルシクリジン chlorcyclizine

2933.59 シアピロム ciapilome

2933.59 シクラジンドール ciclazindol

2933.59 シラドパ ciladopa

2933.59 シルトプラジン ciltoprazine

2933.59 シネパゼド cinepazet

2933.59 シネパズ酸 cinepazic acid

2933.59 シネパジド cinepazide

2933.59 シンナリジン cinnarizine

2933.59 クロフィブル酸シンナリジン cinnarizine clofibrate

2933.59 シンプラゾール cinprazole

2933.59 シンプロパジド cinpropazide

2933.59 シヌペロン cinuperone

2933.59 シプロフロキサシン ciprofloxacin

2933.59 シプロクァゾン ciproquazone

2933.59 クロシニジン clocinizine

2933.59 クロペリドン cloperidone

2933.59 クロロクァロン cloroqualone

2933.59 クロザピン clozapine

2933.59 シクリジン cyclizine

2933.59 ダノフロキサシン danofloxacin

2933.59 ダピプラゾール dapiprazole

2933.59 デクロキシジン decloxizine

2933.59 デルファプラジン delfaprazine

2933.59 デスシクロビル desciclovir

2933.59 デキスラゾキサン dexrazoxane

2933.59 ジアベリジン diaveridine

2933.59 ジアジノン diazinon

2933.59 塩化ジブロスピジウム dibrospidium chloride

2933.59 ジエチルカルバマジン diethylcarbamazine

2933.59 ジフロキサシン difloxacin

2933.59 ジフルアナジン difluanazine

2933.59 ジメトリジン dimetholizine

2933.59 ジプロクァロン diproqualone
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2933.59 ジピリダモール dipyridamole

2933.59 ジバプロン divaplon

2933.59 ドクァラスト doqualast

2933.59 ドラフラジン draflazine

2933.59 ドロプロピジン dropropizine

2933.59 エダトレキサート edatrexate

2933.59 エルバニジン elbanizine

2933.59 エルジベリン elziverine

2933.59 エミテフル emitefur

2933.59 エナザドレム enazadrem

2933.59 エンシプラジン enciprazine

2933.59 エノキサシン enoxacin

2933.59 エンピプラゾール enpiprazole

2933.59 エンロフロキサシン enrofloxacin

2933.59 エピリゾール epirizole

2933.59 エピロプリム epiroprim

2933.59 エプラジノン eprazinone

2933.59 エプロジノール eprozinol

2933.59 エプシプランテル epsiprantel

2933.59 エサプラゾール esaprazole

2933.59 エタクァロン etaqualone

2933.59 エトドロキシジン etodroxizine

2933.59 エトペリドン etoperidone

2933.59 ファムシクロビル famciclovir

2933.59 フェバルバマート febarbamate

2933.59 フェブベリン febuverine

2933.59 フェナペロン fenaperone

2933.59 フェネトラジル fenetradil

2933.59 フェンプリナスト fenprinast

2933.59 フェニリポール fenyripol

2933.59 フレロキサシン fleroxacin

2933.59 フロトレニジン flotrenizine

2933.59 フルアニソン fluanisone

2933.59 フルシプラジン fluciprazine

2933.59 フルシトシン flucytosine

2933.59 フルナリジン flunarizine

2933.59 フルオロウラシル fluorouracil

2933.59 フルペルラピン fluperlapine

2933.59 フルプラジン fluprazine

2933.59 フルプロクァゾン fluproquazone

2933.59 フルクァゾン fluquazone

2933.59 フラブプロフェン frabuprofen

2933.59 ガンシクロビル ganciclovir

2933.59 ゲピロン gepirone

2933.59 グレパフロキサシン grepafloxacin

2933.59 ハロフギノン halofuginone

2933.59 ヘキセチジン hexetidine

2933.59 メチル硫酸ヘキソシクリウム hexocyclium metilsulfate

2933.59 ホキジル hoquizil

2933.59 ヒドロキシジン hydroxyzine

2933.59 イデナスト idenast

2933.59 イマニキシル imanixil

2933.59 イミノフェニミド iminophenimide

2933.59 インパカルジン impacarzine

2933.59 ヨードチオウラシル iodothiouracil

2933.59 イペキシジン ipexidine

2933.59 イプロジラミン iprozilamine

2933.59 イリンダロン irindalone

2933.59 イサキソニン isaxonine

2933.59 ケタンセリン ketanserin
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2933.59 ケトトレキサート ketotrexate

2933.59 レリセトロン lerisetron

2933.59 レソピトロン lesopitron

2933.59 レボドロプロピジン levodropropizine

2933.59 リドフラジン lidoflazine

2933.59 リファリジン lifarizine

2933.59 リキサジノン lixazinone

2933.59 ロブプロフェン lobuprofen

2933.59 ロジニキシル lodinixil

2933.59 ロメフロキサシン lomefloxacin

2933.59 ロメリジン lomerizine

2933.59 ロメトレキソール lometrexol

2933.59 ロルシナドール lorcinadol

2933.59 ロルピプラゾール lorpiprazole

2933.59 ロスラジン losulazine

2933.59 マホプラジン mafoprazine

2933.59 マニジピン manidipine

2933.59 メクロジン meclozine

2933.59 メフェクロラジン mefeclorazine

2933.59 メルキナスト melquinast

2933.59 メピプラゾール mepiprazole

2933.59 メルカプトプリン mercaptopurine

2933.59 メトトレキサート methotrexate

2933.59 メチルチオウラシル methylthiouracil

2933.59 メチオプリム metioprim

2933.59 メトレンペロン metrenperone

2933.59 メジラミン mezilamine

2933.59 ミアンセリン mianserin

2933.59 ミリペルチン milipertine

2933.59 ミノキシジル minoxidil

2933.59 ミオフラジン mioflazine

2933.59 ミルタザピン mirtazapine

2933.59 ミゾラスチン mizolastine

2933.59 モベンゾキサミン mobenzoxamine

2933.59 モシプラジン mociprazine

2933.59 モピダモール mopidamol

2933.59 モキシプラキン moxipraquine

2933.59 モキソニジン moxonidine

2933.59 ナフィベリン nafiverine

2933.59 ナフトピジル naftopidil

2933.59 ネファゾドン nefazodone

2933.59 ネルダゾシン neldazosin

2933.59 ニアプラジン niaprazine

2933.59 ニルプラゾール nilprazole

2933.59 ニムスチン nimustine

2933.59 ニトラクァゾン nitraquazone

2933.59 ノナピリミン nonapyrimine

2933.59 ノルフロキサシン norfloxacin

2933.59 ノルフロキサシンスクシニル norfloxacin succinil

2933.59 ノサンチン nosantine

2933.59 オピプラモール opipramol

2933.59 オラザミド orazamide

2933.59 オルビフロキサシン orbifloxacin

2933.59 オルメトプリム ormetoprim

2933.59 オロチン酸 orotic acid

2933.59 オロチレリン orotirelin

2933.59 オキサンテル oxantel

2933.59 オキサトミド oxatomide

2933.59 オキシプリノール oxipurinol

2933.59 オキシペルチン oxypertine
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2933.59 オキシフェンサイクリミン oxyphencyclimine

2933.59 ペフロキサシン pefloxacin

2933.59 ペランセリン pelanserin

2933.59 ペルリノン pelrinone

2933.59 ペミロラスト pemirolast

2933.59 ペンシクロビル penciclovir

2933.59 ペラクロポン peraclopone

2933.59 ペラドキシム peradoxime

2933.59 ペラフェンシン perafensine

2933.59 ペラキンシン peraquinsin

2933.59 ペルラピン perlapine

2933.59 ペキサンテル pexantel

2933.59 ピベラリン piberaline

2933.59 ピクロパスチン piclopastine

2933.59 ピクロキシジン picloxydine

2933.59 ピペブゾン pipebuzone

2933.59 臭化ピペクロニウム pipecuronium bromide

2933.59 ピペミド酸 pipemidic acid

2933.59 ピペラミド piperamide

2933.59 エデト酸ピペラジンカルシウム piperazine calcium edetate

2933.59 ピポブロマン pipobroman

2933.59 ピポスルファン piposulfan

2933.59 ピプラテコール pipratecol

2933.59 ピキジル piquizil

2933.59 ピレンペロン pirenperone

2933.59 ピレンゼピン pirenzepine

2933.59 ピレポロール pirepolol

2933.59 ピリニクス酸 pirinixic acid

2933.59 ピリニキシル pirinixil

2933.59 ピリクァロン piriqualone

2933.59 ピリトレキシム piritrexim

2933.59 ピルリンドール pirlindole

2933.59 ピロラート pirolate

2933.59 ピロラザミド pirolazamide

2933.59 ピロミド酸 piromidic acid

2933.59 ピルキノゾール pirquinozol

2933.59 プラジカンテル praziquantel

2933.59 プリミドロール primidolol

2933.59 プリノキソダン prinoxodan

2933.59 プログルメタシン proglumetacin

2933.59 プロピルチオウラシル propylthiouracil

2933.59 プロクァゾン proquazone

2933.59 塩化プロスピジウム prospidium chloride

2933.59 プミテパ pumitepa

2933.59 ピリメタミン pyrimethamine

2933.59 ピリミタート pyrimitate

2933.59 臭化ピリチジウム pyritidium bromide

2933.59 クァジノン quazinone

2933.59 クァゾジン quazodine

2933.59 キナゾシン quinazosin

2933.59 キネロラン quinelorane

2933.59 キネザミド quinezamide

2933.59 キパジン quipazine

2933.59 ラノラジン ranolazine

2933.59 ラゾキサン razoxane

2933.59 レベナスト revenast

2933.59 レビジノン revizinone

2933.59 リバミノール ribaminol

2933.59 リラピン rilapine

2933.59 メチル硫酸リマゾリウム rimazolium metilsulfate
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2933.59 リムカゾール rimcazole

2933.59 リモプロギン rimoprogin

2933.59 ロシクロビル rociclovir

2933.59 ロフェロジン rofelodine

2933.59 ロロジン rolodine

2933.59 ロピジン ropizine

2933.59 サプロプテリン sapropterin

2933.59 サラフロキサシン sarafloxacin

2933.59 セガンセリン seganserin

2933.59 セラザピン serazapine

2933.59 シファプラジン sifaprazine

2933.59 シメトリド simetride

2933.59 ソブゾキサン sobuzoxane

2933.59 スパルフロキサシン sparfloxacin

2933.59 スルブチアミン sulbutiamine

2933.59 スナグレル sunagrel

2933.59 タルメトプリム talmetoprim

2933.59 タモラリジン tamolarizine

2933.59 タンドスピロン tandospirone

2933.59 タスルジン tasuldine

2933.59 テフルダジン tefludazine

2933.59 テマフロキサシン temafloxacin

2933.59 テメラスチン temelastine

2933.59 テルシプラジン terciprazine

2933.59 テロキサレン teroxalene

2933.59 テトロキソプリム tetroxoprim

2933.59 トンジルアミン thonzylamine

2933.59 チアクリラスト tiacrilast

2933.59 チアミプリン tiamiprine

2933.59 チオグアニン tioguanine

2933.59 チオペリドン tioperidone

2933.59 チリラザド tirilazad

2933.59 チソプリン tisopurine

2933.59 トリミドン tolimidone

2933.59 トルナペルシン tolnapersine

2933.59 トルピプラゾール tolpiprazole

2933.59 臭化トンゾニウム tonzonium bromide

2933.59 トプリリジン toprilidine

2933.59 トラピジル trapidil

2933.59 トラジチリン trazitiline

2933.59 トラゾドン trazodone

2933.59 トレルナリジン trelnarizine

2933.59 トレニジン trenizine

2933.59 トレキンシン trequinsin

2933.59 トリアムテレン triamterene

2933.59 トリクロフェノールピペラジン triclofenol piperazine

2933.59 トリマゾシン trimazosin

2933.59 トリメタジジン trimetazidine

2933.59 トリメトプリム trimethoprim

2933.59 トリメトレキサート trimetrexate

2933.59 ウメスピロン umespirone

2933.59 ウラムスチン uramustine

2933.59 ウラピジル urapidil

2933.59 バラシクロビル valaciclovir

2933.59 バネプリム vaneprim

2933.59 バノキセリン vanoxerine

2933.59 ベブフロキサシン vebufloxacin

2933.59 ベロフィリン verofylline

2933.59 ビンチアモール vintiamol

2933.59 ザロスピロン zalospirone
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2933.59 ザプリナスト zaprinast

2933.59 ゼナレスタット zenarestat

2933.59 ゾレンゼピン zolenzepine

2933.59 ゾレルチン zolertine

2933.59 ゾピクロン zopiclone

2933.69 アルミトリン almitrine

2933.69 アルトレタミン altretamine

2933.69 アマノジン amanozine

2933.69 アニトラザフェン anitrazafen

2933.69 クロラザニル chlorazanil

2933.69 クラズリル clazuril

2933.69 クロシグアニル clociguanil

2933.69 エンボン酸シクログアニル cycloguanil embonate

2933.69 シロマジン cyromazine

2933.69 ジクラズリル diclazuril

2933.69 ジザトリホン dizatrifone

2933.69 イルソグラジン irsogladine

2933.69 ラモトリギン lamotrigine

2933.69 レトラズリル letrazuril

2933.69 メラドラジン meladrazine

2933.69 メラルソミン melarsomine

2933.69 メテナミン methenamine

2933.69 メトラジホン metrazifone

2933.69 オキソナジン oxonazine

2933.69 パラトリギン palatrigine

2933.69 スピラジン spirazine

2933.69 スラズリル sulazuril

2933.69 シムクロセン symclosene

2933.69 チアズリル tiazuril

2933.69 トルトラズリル toltrazuril

2933.69 トレタミン tretamine

2933.69 トロクロセンカリウム troclosene potassium

2933.72 クロバザム clobazam

2933.72 メチプリロン methyprylon

2933.79 アジベンダン adibendan

2933.79 アドソピン adosopine

2933.79 アロセトロン alosetron

2933.79 アメダリン amedalin

2933.79 アンフェニドン amphenidone

2933.79 アムリノン amrinone

2933.79 アニラセタム aniracetam

2933.79 ベナゼプリル benazepril

2933.79 ベナゼプリラト benazeprilat

2933.79 ボメトロール bometolol

2933.79 ブレホナロール brefonalol

2933.79 カルテオロール carteolol

2933.79 セバラセタム cebaracetam

2933.79 シクロピロクス ciclopirox

2933.79 シロブラジン cilobradine

2933.79 シロスタミド cilostamide

2933.79 シロスタゾール cilostazol

2933.79 コフィサチン cofisatin

2933.79 クリルバスタチン crilvastatin

2933.79 ダニキドン daniquidone

2933.79 ダレンゼピン darenzepine

2933.79 デキシンドプロフェン dexindoprofen

2933.79 デザグアニン dezaguanine

2933.79 ジミラセタム dimiracetam

2933.79 ドリラセタム doliracetam

2933.79 ドラキノロール draquinolol
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2933.79 デュプラセタム dupracetam

2933.79 エタゼピン etazepine

2933.79 エチピコン ethypicone

2933.79 エチラセタム etiracetam

2933.79 エトミドリン etomidoline

2933.79 ファリパミル falipamil

2933.79 ファントリドン fantridone

2933.79 フェリピリン felipyrine

2933.79 フィナステリド finasteride

2933.79 フルカルブリル flucarbril

2933.79 イムラセタム imuracetam

2933.79 インドブフェン indobufen

2933.79 インドリダン indolidan

2933.79 インドプロフェン indoprofen

2933.79 イオリドン酸 iolidonic acid

2933.79 ラウロカプラム laurocapram

2933.79 レベチラセタム levetiracetam

2933.79 リベンザプリル libenzapril

2933.79 リダンセリン lidanserin

2933.79 リノピルジン linopirdine

2933.79 ルロセトロン lurosetron

2933.79 メドリノン medorinone

2933.79 メチサゾン metisazone

2933.79 ナンテリノン nanterinone

2933.79 ネブラセタム nebracetam

2933.79 ネフィラセタム nefiracetam

2933.79 ニコラセタム nicoracetam

2933.79 ノフェカイニド nofecainide

2933.79 ノナチムリン nonathymulin

2933.79 オミドリン omidoline

2933.79 オキシラセタム oxiracetam

2933.79 オキシフェニサチン oxyphenisatine

2933.79 ピドベンゾン pidobenzone

2933.79 ピドラセタモール pidolacetamol

2933.79 ピドール酸 pidolic acid

2933.79 ピラセタム piracetam

2933.79 ピラキセラート piraxelate

2933.79 ピルフェニドン pirfenidone

2933.79 ピロクトン piroctone

2933.79 ピロドマスト pirodomast

2933.79 プラミラセタム pramiracetam

2933.79 プリミドン primidone

2933.79 プロカテロール procaterol

2933.79 ピリチルジオン pyrithyldione

2933.79 キノトラスト quinotolast

2933.79 ラゾバザム razobazam

2933.79 レバミピド rebamipide

2933.79 ロリプラム rolipram

2933.79 ロルジラセタム rolziracetam

2933.79 ロピニロール ropinirole

2933.79 ロキニメクス roquinimex

2933.79 サテリノン saterinone

2933.79 セグリチド seglitide

2933.79 セルプラジン selprazine

2933.79 スリサチン sulisatin

2933.79 テプロチド teprotide

2933.79 チリソロール tilisolol

2933.79 トリフルバザム triflubazam

2933.79 ツロステリド turosteride

2933.79 ウビシンジン ubisindine
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2933.79 ベスナリノン vesnarinone

2933.79 ザテブラジン zatebradine

2933.79 ゾメバザム zomebazam

2933.90 トリアンピジン triampyzine

2933.90 ロリシプリン rolicyprine

2933.91 アルプラゾラム alprazolam

2933.91 カマゼパム camazepam

2933.91 クロルジアゼポキシド chlordiazepoxide

2933.91 クロナゼパム clonazepam

2933.91 デロラゼパム delorazepam

2933.91 ジアゼパム diazepam

2933.91 エスタゾラム estazolam

2933.91 ロフラゼプ酸エチル ethyl loflazepate

2933.91 フルジアゼパム fludiazepam

2933.91 フルニトラゼパム flunitrazepam

2933.91 フルラゼパム flurazepam

2933.91 ハラゼパム halazepam

2933.91 ロラゼパム lorazepam

2933.91 ロルメタゼパム lormetazepam

2933.91 マジンドール mazindol

2933.91 メダゼパム medazepam

2933.91 ミダゾラム midazolam

2933.91 ニメタゼパム nimetazepam

2933.91 ニトラゼパム nitrazepam

2933.91 ノルダゼパム nordazepam

2933.91 オキサゼパム oxazepam

2933.91 ピナゼパム pinazepam

2933.91 プラゼパム prazepam

2933.91 ピロバレロン pyrovalerone

2933.91 テマゼパム temazepam

2933.91 テトラゼパム tetrazepam

2933.91 トリアゾラム triazolam

2933.99 アベカルニル abecarnil

2933.99 アセメタシン acemetacin

2933.99 アセトリプチン acetryptine

2933.99 アシピモクス acipimox

2933.99 アコダゾール acodazole

2933.99 アクリドレクス acridorex

2933.99 アクリソルシン acrisorcin

2933.99 アジモロール adimolol

2933.99 アジナゾラム adinazolam

2933.99 アガノジン aganodine

2933.99 アラセプリル alacepril

2933.99 アルベンダゾール albendazole

2933.99 アルベンダゾールオキシド albendazole oxide

2933.99 アリザプリド alizapride

2933.99 アロラセタム aloracetam

2933.99 アルピデム alpidem

2933.99 アルテコナゾール alteconazole

2933.99 アメゼピン amezepine

2933.99 メチル硫酸アメジニウム amezinium metilsulfate

2933.99 アンホネル酸 amfonelic acid

2933.99 アミシボン amicibone

2933.99 アミロリド amiloride

2933.99 アミンドカート amindocate

2933.99 アミノアクリジン aminoacridine

2933.99 アミピゾン amipizone

2933.99 アミスルプリド amisulpride

2933.99 アミキセトリン amixetrine

2933.99 アモガストリン amogastrin
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2933.99 アンピジン ampyzine

2933.99 アムトルメチングアシル amtolmetin guacil

2933.99 アンドラスト andolast

2933.99 アニロパム anilopam

2933.99 アニロラク anirolac

2933.99 アプトカイン aptocaine

2933.99 アルフェンダザム arfendazam

2933.99 アソカイノール asocainol

2933.99 アザムリン azamulin

2933.99 アザプロパゾン azapropazone

2933.99 アゼラスチン azelastine

2933.99 アゼピンドール azepindole

2933.99 アジメキソン azimexon

2933.99 アジンタミド azintamide

2933.99 アジプラミン azipramine

2933.99 バマルゾール bamaluzole

2933.99 ベナフェントリン benafentrine

2933.99 ベンダムスチン bendamustine

2933.99 ベンダザック bendazac

2933.99 ベンダゾール bendazol

2933.99 ベンヘパゾン benhepazone

2933.99 ベノリジム benolizime

2933.99 臭化ベンジロニウム benzilonium bromide

2933.99 ベンゾデパ benzodepa

2933.99 臭化ベンゾピロニウム benzopyrronium bromide

2933.99 ベンゾトリプト benzotript

2933.99 ベンズキナミド benzquinamide

2933.99 ベンジダミン benzydamine

2933.99 ベプリジル bepridil

2933.99 ビクロフィブラート biclofibrate

2933.99 ビンダリット bindarit

2933.99 ビネダリン binedaline

2933.99 ビリペロン biriperone

2933.99 ビスベンダゾール bisbendazole

2933.99 ビゼレシン bizelesin

2933.99 ボピンドロール bopindolol

2933.99 ボチアクリン botiacrine

2933.99 ボキシジン boxidine

2933.99 ブレタゼニル bretazenil

2933.99 ブリナザロン brinazarone

2933.99 ブロメテナミン brometenamine

2933.99 ブシンドロール bucindolol

2933.99 ブクリカイン bucricaine

2933.99 ブドララジン budralazine

2933.99 ブフロメジル buflomedil

2933.99 ブフロリン bufrolin

2933.99 ブメカイン bumecaine

2933.99 ブメトリゾール bumetrizole

2933.99 ブロジリン burodiline

2933.99 ブタクラモール butaclamol

2933.99 ブチノリン butinoline

2933.99 ブトプロジン butoprozine

2933.99 ブゼピドメチオジド buzepide metiodide

2933.99 カドララジン cadralazine

2933.99 カルテリドール calteridol

2933.99 カミベリン camiverine

2933.99 カプトプリル captopril

2933.99 カラゾロール carazolol

2933.99 カルバドクス carbadox

2933.99 カルバマゼピン carbamazepine
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2933.99 カルバゾクロム carbazochrome

2933.99 スルホン酸カルバゾクロムナトリウム carbazochrome sodium sulfonate

2933.99 カルボコン carboquone

2933.99 カルプラゼパム carburazepam

2933.99 カルグトシン cargutocin

2933.99 カルマンタジン carmantadine

2933.99 カロベリン caroverine

2933.99 カルピンドロール carpindolol

2933.99 カルプロフェン carprofen

2933.99 カルタゾラート cartazolate

2933.99 カルベジロール carvedilol

2933.99 セロナプリル ceronapril

2933.99 セルレチド ceruletide

2933.99 セトヘキサジン cetohexazine

2933.99 塩化クロリソンダミン chlorisondamine chloride

2933.99 クロルミダゾール chlormidazole

2933.99 シアドクス ciadox

2933.99 シアノプラミン cianopramine

2933.99 シクリンドール ciclindole

2933.99 シクロベンダゾール ciclobendazole

2933.99 シクロプラミン ciclopramine

2933.99 シラザプリル cilazapril

2933.99 シラザプリラト cilazaprilat

2933.99 シンメタシン cinmetacin

2933.99 シンノペンタゾン cinnopentazone

2933.99 シノクトラミド cinoctramide

2933.99 シノラゼパム cinolazepam

2933.99 シノキドクス cinoquidox

2933.99 シプラファミド ciprafamide

2933.99 クラゾラム clazolam

2933.99 クレマスチン clemastine

2933.99 クレミゾール clemizole

2933.99 クレンピリン clenpirin

2933.99 クリマゾラム climazolam

2933.99 クロベンゼパム clobenzepam

2933.99 クロダゾン clodazon

2933.99 クロファジミン clofazimine

2933.99 クロマクラン clomacran

2933.99 クロメタシン clometacin

2933.99 クロミプラミン clomipramine

2933.99 クロニタゼン clonitazene

2933.99 クロピラク clopirac

2933.99 クロキノジン cloquinozine

2933.99 クロシラミン closiramine

2933.99 コルチスゾール cortisuzol

2933.99 コルチバゾール cortivazol

2933.99 クプリミキシン cuprimyxin

2933.99 臭化シクロピロニウム cyclopyrronium bromide

2933.99 シプラゼパム cyprazepam

2933.99 ダレダリン daledalin

2933.99 ダメトララスト dametralast

2933.99 塩化ダテリプチウム datelliptium chloride

2933.99 ダゼピニル dazepinil

2933.99 ダジダミン dazidamine

2933.99 ダゾキナスト dazoquinast

2933.99 デボキサメト deboxamet

2933.99 デルメタシン delmetacin

2933.99 デモキセパム demoxepam

2933.99 デンピダゾン denpidazone

2933.99 デプラミン depramine
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2933.99 デスグルガストリン desglugastrin

2933.99 デシプラミン desipramine

2933.99 デバゼピド devazepide

2933.99 デキスクラモール dexclamol

2933.99 デキシマフェン deximafen

2933.99 デジナミド dezinamide

2933.99 ジアジクォン diaziquone

2933.99 ジベンゼピン dibenzepin

2933.99 ジカルビン dicarbine

2933.99 ジフタロン diftalone

2933.99 シヒドララジン dihydralazine

2933.99 ジラゼプ dilazep

2933.99 ジメモルファン dimemorfan

2933.99 ジメタクリン dimetacrine

2933.99 臭化ジメチピリウム dimetipirium bromide

2933.99 クロラゼプ酸二カリウム dipotassium clorazepate

2933.99 ドミピゾン domipizone

2933.99 ドプロピジル dopropidil

2933.99 ドレプチド doreptide

2933.99 ドキセファゼパム doxefazepam

2933.99 ドラメジロール dramedilol

2933.99 ドラジドクス drazidox

2933.99 ドリベンダゾール dribendazole

2933.99 ドロメトリゾール drometrizole

2933.99 デュオメタシン duometacin

2933.99 エフルマスト eflumast

2933.99 エラントリン elantrine

2933.99 エランゼピン elanzepine

2933.99 エレドイシン eledoisin

2933.99 エルファゼパム elfazepam

2933.99 エメダスチン emedastine

2933.99 エナラプリル enalapril

2933.99 エナラプリラト enalaprilat

2933.99 エンドララジン endralazine

2933.99 エンプラゼピン enprazepine

2933.99 エンビラデン enviradene

2933.99 エンビロキシム enviroxime

2933.99 エピカイニド epicainide

2933.99 エピナスチン epinastine

2933.99 エプロキシンジン eproxindine

2933.99 エプタスチグミン eptastigmine

2933.99 エプタゾシン eptazocine

2933.99 エリゼピン erizepine

2933.99 エサフロキサシン esafloxacin

2933.99 エタセプリド etacepride

2933.99 エタゾラート etazolate

2933.99 エタクリジン ethacridine

2933.99 エトヘプタジン ethoheptazine

2933.99 カルフルゼプ酸エチル ethyl carfluzepate

2933.99 ジラゼプ酸エチル ethyl dirazepate

2933.99 エチクロプリド eticlopride

2933.99 よう化エチピリウム etipirium iodide

2933.99 エトニタゼン etonitazene

2933.99 エトプリンドール etoprindole

2933.99 エトリプタミン etryptamine

2933.99 ファドロゾール fadrozole

2933.99 塩化ファミラプリニウム famiraprinium chloride

2933.99 ファントファロン fantofarone

2933.99 臭化ファザジニウム fazadinium bromide

2933.99 フェナモール fenamole
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2933.99 フェンベンダゾール fenbendazole

2933.99 フェンドサール fendosal

2933.99 フェンハルマン fenharmane

2933.99 フェノールドパム fenoldopam

2933.99 フェプロミド fepromide

2933.99 フェキシカイン fexicaine

2933.99 フレタゼパム fletazepam

2933.99 フレゼラスチン flezelastine

2933.99 フロキサクリン floxacrine

2933.99 フルベンダゾール flubendazole

2933.99 フルシンドール flucindole

2933.99 フルコナゾール fluconazole

2933.99 フルマゼニル flumazenil

2933.99 フルメキン flumequine

2933.99 フルスピリレン fluspirilene

2933.99 フルテマゼパム flutemazepam

2933.99 フルトプラゼパム flutoprazepam

2933.99 フルトロリン flutroline

2933.99 フルバスタチン fluvastatin

2933.99 フルジナミド fluzinamide

2933.99 ホサゼパム fosazepam

2933.99 ホシノプリル fosinopril

2933.99 ホシノプリラト fosinoprilat

2933.99 ホスキドン fosquidone

2933.99 フロネピジル fronepidil

2933.99 ゲドカルニル gedocarnil

2933.99 ギリソパム girisopam

2933.99 グラジオビン glaziovine

2933.99 グルカメタシン glucametacin

2933.99 臭化グリコピロニウム glycopyrronium bromide

2933.99 グアナゾジン guanazodine

2933.99 グアネチジン guanethidine

2933.99 ヘキセジン hexedine

2933.99 臭化ヘキソピロニウム hexopyrronium bromide

2933.99 ヒスタピロジン histapyrrodine

2933.99 臭化ホミジウム homidium bromide

2933.99 ホモクロルシクリジン homochlorcyclizine

2933.99 ホモピプラモール homopipramol

2933.99 ヒドラカルバジン hydracarbazine

2933.99 ヒドララジン hydralazine

2933.99 ヒドロキシインダサート hydroxindasate

2933.99 ヒドロキシインダソール hydroxindasol

2933.99 ヒドロキシステノゾール hydroxystenozole

2933.99 イバフロキサシン ibafloxacin

2933.99 イブジラスト ibudilast

2933.99 イクラゼパム iclazepam

2933.99 イコスピラミド icospiramide

2933.99 イドキシフェン idoxifene

2933.99 イマフェン imafen

2933.99 イメキソン imexon

2933.99 イミプラミン imipramine

2933.99 イミプラミノキシド imipraminoxide

2933.99 イミキモド imiquimod

2933.99 イモキシテロール imoxiterol

2933.99 イナベリソン inaperisone

2933.99 インドカート indocate

2933.99 インドラプリル indolapril

2933.99 インドメタシン indometacin

2933.99 インドパノロール indopanolol

2933.99 インドレナート indorenate
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2933.99 インドキソール indoxole

2933.99 インプロクォン inproquone

2933.99 イントプリシン intoplicine

2933.99 イントラゾール intrazole

2933.99 イプラゾクロム iprazochrome

2933.99 イプリンドール iprindole

2933.99 イロラプリド irolapride

2933.99 イサンファゾン isamfazone

2933.99 イサモルタン isamoltan

2933.99 イソマゾール isomazole

2933.99 塩化イソメタミジウム isometamidium chloride

2933.99 イソプラゾン isoprazone

2933.99 カイニン酸 kainic acid

2933.99 ケトイミプラミン ketimipramine

2933.99 ケトロラク ketorolac

2933.99 レイオピロール leiopyrrole

2933.99 レミノプラゾール leminoprazole

2933.99 レルゴトリル lergotrile

2933.99 レボナントラドール levonantradol

2933.99 レボシメンダン levosimendan

2933.99 リロルジン liroldine

2933.99 リシノプリル lisinopril

2933.99 ロベンダゾール lobendazole

2933.99 ロダゼカル lodazecar

2933.99 ロフェンダザム lofendazam

2933.99 ロフェプラミン lofepramine

2933.99 ロニダミン lonidamine

2933.99 ロピラゼパム lopirazepam

2933.99 ロレクレゾール loreclezole

2933.99 ロシンドール losindole

2933.99 ロソキサントロン losoxantrone

2933.99 ロトリフェン lotrifen

2933.99 ロツカイン lotucaine

2933.99 ルキサベンダゾール luxabendazole

2933.99 メベンダゾール mebendazole

2933.99 メブヒドロリン mebhydrolin

2933.99 メカルビナート mecarbinate

2933.99 メクロナゼパム meclonazepam

2933.99 メダゾミド medazomide

2933.99 メフェセルピン mefeserpine

2933.99 メリザム melizame

2933.99 メニトラゼパム menitrazepam

2933.99 メパクリン mepacrine

2933.99 メピンドロール mepindolol

2933.99 メプタジノール meptazinol

2933.99 メキドクス mequidox

2933.99 メタクラゼパム metaclazepam

2933.99 メタンファゾン metamfazone

2933.99 メタプラミン metapramine

2933.99 メテルゴリン metergoline

2933.99 メテトヘプタジン metethoheptazine

2933.99 メトヘプタジン metheptazine

2933.99 メチンジザート metindizate

2933.99 メトラリンドール metralindole

2933.99 メツレデパ meturedepa

2933.99 メゼピン mezepine

2933.99 ミダマリン midamaline

2933.99 ミンバン mimbane

2933.99 ミロプロフェン miroprofen

2933.99 ミトキドン mitoquidone
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2933.99 ミトゾロミド mitozolomide

2933.99 ミキシジン mixidine

2933.99 モノメタクリン monometacrine

2933.99 モトラゼパム motrazepam

2933.99 モベルチプリル moveltipril

2933.99 ナホキシジン nafoxidine

2933.99 ナリジクス酸 nalidixic acid

2933.99 ナントラドール nantradol

2933.99 ナピリムス napirimus

2933.99 ナルデテロール nardeterol

2933.99 ネビドラジン nebidrazine

2933.99 ネコピデム necopidem

2933.99 ネレザプリン nelezaprine

2933.99 ネモナプリド nemonapride

2933.99 ネラミノール neraminol

2933.99 ネリソパム nerisopam

2933.99 ネビラピン nevirapine

2933.99 ニラボリン niravoline

2933.99 ニトラクリン nitracrine

2933.99 ニトロミフェン nitromifene

2933.99 ニバコルトール nivacortol

2933.99 臭化ノリニウム nolinium bromide

2933.99 ノナペロン nonaperone

2933.99 ノルテトラゼパム nortetrazepam

2933.99 オクタスチン octastine

2933.99 オクトリゾール octrizole

2933.99 オラキンドクス olaquindox

2933.99 オルラジピン olradipine

2933.99 オルブトプリル orbutopril

2933.99 オキサセプロール oxaceprol

2933.99 オキサグレラート oxagrelate

2933.99 オキサメタシン oxametacin

2933.99 オキサミソール oxamisole

2933.99 オキサルバゾール oxarbazole

2933.99 オクスカルバゼピン oxcarbazepine

2933.99 オクスドララジン oxdralazine

2933.99 オクスフェンダゾール oxfendazole

2933.99 オキシベンダゾール oxibendazole

2933.99 オキシフンギン oxifungin

2933.99 オキシトリプタン oxitriptan

2933.99 臭化オキシピロニウム oxypyrronium bromide

2933.99 パルベンダゾール parbendazole

2933.99 パレプチド pareptide

2933.99 パロジロール parodilol

2933.99 パゼリプチン pazelliptine

2933.99 ペンタガストリン pentagastrin

2933.99 ペンテトラゾール pentetrazol

2933.99 ペンチゲチド pentigetide

2933.99 酒石酸ペントロニウム pentolonium tartrate

2933.99 ペントプリル pentopril

2933.99 ペリンドプリル perindopril

2933.99 ペリンドプリラト perindoprilat

2933.99 ファンキノン phanquinone

2933.99 フェニンダミン phenindamine

2933.99 ピシロレクス picilorex

2933.99 ピルドララジン pildralazine

2933.99 ピルシカイニド pilsicainide

2933.99 ピモベンダン pimobendan

2933.99 ピナフィド pinafide

2933.99 ピンカイニド pincainide
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2933.99 ピンドロール pindolol

2933.99 ピキンドン piquindone

2933.99 ピリプロスト piriprost

2933.99 ピルマグレル pirmagrel

2933.99 ピログリリド pirogliride

2933.99 ピロヘプチン piroheptine

2933.99 ピロキサントロン piroxantrone

2933.99 ピルプロフェン pirprofen

2933.99 臭化ピラルコニウム pirralkonium bromide

2933.99 ピボキサゼパム pivoxazepam

2933.99 メチル硫酸ポルジン poldine metilsulfate

2933.99 ポナルレスタット ponalrestat

2933.99 ニトラゼプ酸カリウム potassium nitrazepate

2933.99 プラノサール pranosal

2933.99 プラゼピン prazepine

2933.99 プレマゼパム premazepam

2933.99 プリデフィン pridefine

2933.99 臭化プリフィニウム prifinium bromide

2933.99 プリノミド prinomide

2933.99 プリジジロール prizidilol

2933.99 プロコダゾール procodazole

2933.99 プロシクリジン procyclidine

2933.99 プロジリジン prodilidine

2933.99 プロファドール profadol

2933.99 プロフラビン proflavine

2933.99 プロフラゼパム proflazepam

2933.99 プロヘプタジン proheptazine

2933.99 プロリン proline

2933.99 プロリンタン prolintane

2933.99 プロピゼピン propizepine

2933.99 プロテルグリド proterguride

2933.99 プロザピン prozapine

2933.99 ピラジナミド pyrazinamide

2933.99 ピロフェンダン pyrophendane

2933.99 ピロキサミン pyroxamine

2933.99 ピロカイン pyrrocaine

2933.99 ピロリフェン pyrrolifene

2933.99 クァゼパム quazepam

2933.99 キリホリン quillifoline

2933.99 キナゴリド quinagolide

2933.99 臭化キンドニウム quindonium bromide

2933.99 キンドキシン quindoxin

2933.99 キンピロール quinpirole

2933.99 ラクロプリド raclopride

2933.99 ラミプリル ramipril

2933.99 ラミプリラト ramiprilat

2933.99 レモキシプリド remoxipride

2933.99 レシメトール rescimetol

2933.99 レテリプチン retelliptine

2933.99 リダゾロール ridazolol

2933.99 リルマザホン rilmazafone

2933.99 リロザロン rilozarone

2933.99 リパゼパム ripazepam

2933.99 臭化リトロピロニウム ritropirronium bromide

2933.99 ロドカイン rodocaine

2933.99 ロレタミド roletamide

2933.99 ロルガミジン rolgamidine

2933.99 ロリシクリジン rolicyclidine

2933.99 メチル硫酸ロキソロニウム roxolonium metilsulfate

2933.99 サリピデム saripidem
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2933.99 サルマゼニル sarmazenil

2933.99 セルメタシン sermetacin

2933.99 セタスチン setastine

2933.99 セチプチリン setiptiline

2933.99 シグアゾダン siguazodan

2933.99 シルテンゼピン siltenzepine

2933.99 シメンダン simendan

2933.99 シンカリド sincalide

2933.99 よう化ステルクロニウム stercuronium iodide

2933.99 ストリノリン strinoline

2933.99 スラゼパム sulazepam

2933.99 スルマゾール sulmazole

2933.99 スルトプリド sultopride

2933.99 スルカスト sulukast

2933.99 スリトゾール suritozole

2933.99 スロナクリン suronacrine

2933.99 タクラミン taclamine

2933.99 タクリン tacrine

2933.99 タラスチン talastine

2933.99 タリムスチン tallimustine

2933.99 タロキシミン taloximine

2933.99 タンプラミン tampramine

2933.99 タラゼピド tarazepide

2933.99 タザドレン tazadolene

2933.99 タザノラスト tazanolast

2933.99 テロキサントロン teloxantrone

2933.99 テモドクス temodox

2933.99 テモゾロミド temozolomide

2933.99 テルグリド terguride

2933.99 テトラベナジン tetrabenazine

2933.99 テトラゾラスト tetrazolast

2933.99 テトリダミン tetridamine

2933.99 チオテパ thiotepa

2933.99 チモクトナン thymoctonan

2933.99 よう化チベゾニウム tibezonium iodide

2933.99 チルスプロスト tilsuprost

2933.99 チラシジン tiracizine

2933.99 チラパザミン tirapazamine

2933.99 トドララジン todralazine

2933.99 トフェトリジン tofetridine

2933.99 トフィソパム tofisopam

2933.99 トルメチン tolmetin

2933.99 トルニダミン tolnidamine

2933.99 トルキンゾール tolquinzole

2933.99 トルファゼパム tolufazepam

2933.99 トメルカスト tomelukast

2933.99 トモキシプロール tomoxiprole

2933.99 トスフロキサシン tosufloxacin

2933.99 トラカゾラート tracazolate

2933.99 トランドラプリル trandolapril

2933.99 トランドラプリラト trandolaprilat

2933.99 トラペンカイン trapencaine

2933.99 エシル酸トラジウム trazium esilate

2933.99 トレピパム trepipam

2933.99 よう化トレピリウム trepirium iodide

2933.99 トリアフンギン triafungin

2933.99 トリアジクォン triaziquone

2933.99 トリベンジロール tribendilol

2933.99 トリクラベンダゾール triclabendazole

2933.99 トリクラザート triclazate
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2933.99 塩化トリシクラモール tricyclamol chloride

2933.99 トリミプラミン trimipramine

2933.99 トリオキシフェン trioxifene

2933.99 トリゾキシム trizoxime

2933.99 トロシミン trocimine

2933.99 トロキソラミド troxolamide

2933.99 トシル酸トロキシピロリウム troxypyrrolium tosilate

2933.99 ツクラゼパム tuclazepam

2933.99 ウルダゼパム uldazepam

2933.99 ウレデパ uredepa

2933.99 バルサルタン valsartan

2933.99 ベルナクリン velnacrine

2933.99 ベリロパム verilopam

2933.99 ビミノール viminol

2933.99 ビンコナート vinconate

2933.99 ビントペロール vintoperol

2933.99 ビロキシム viroxime

2933.99 ボロゾール vorozole

2933.99 キシロバム xilobam

2933.99 キシニダミン xinidamine

2933.99 ザピゾラム zapizolam

2933.99 ザルダベリン zardaverine

2933.99 ジドメタシン zidometacin

2933.99 ジルパテロール zilpaterol

2933.99 ジンドキシフェン zindoxifene

2933.99 ジンビロキシム zinviroxime

2933.99 ゾフェノプリル zofenopril

2933.99 ゾフェノプリラト zofenoprilat

2933.99 ゾラゼパム zolazepam

2933.99 ゾリミジン zolimidine

2933.99 ゾルピデム zolpidem

2933.99 ゾメピラク zomepirac

2934.10 アロナシク alonacic

2934.10 アンフルチゾール amflutizole

2934.10 アミニトロゾール aminitrozole

2934.10 アミノチアゾール aminothiazole

2934.10 アミフェナゾール amiphenazole

2934.10 アンタゾニット antazonite

2934.10 アロチノロール arotinolol

2934.10 アソバマスト asobamast

2934.10 ベクロチアミン beclotiamine

2934.10 ベンペノリシン benpenolisin

2934.10 よう化ビジマジウム bidimazium iodide

2934.10 ブロフェジル brofezil

2934.10 カンベンダゾール cambendazole

2934.10 シグリタゾン ciglitazone

2934.10 クロメチアゾール clomethiazole

2934.10 クロプロチアゾール cloprothiazole

2934.10 デキセトゾリン dexetozoline

2934.10 エングリタゾン englitazone

2934.10 エノキサマスト enoxamast

2934.10 エパルレスタット epalrestat

2934.10 エトゾリン etozolin

2934.10 ファモチジン famotidine

2934.10 ファネチゾール fanetizole

2934.10 フェンクロズ酸 fenclozic acid

2934.10 フェンチアザク fentiazac

2934.10 フェザチオン fezatione

2934.10 ホルミニトラゾール forminitrazole

2934.10 グアイステイン guaisteine
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2934.10 イコデュリン icoduline

2934.10 イタジグレル itazigrel

2934.10 レトステイン letosteine

2934.10 リベシリド libecillide

2934.10 ロチファゾール lotifazole

2934.10 メロキシカム meloxicam

2934.10 モグイステイン moguisteine

2934.10 ネソステイン nesosteine

2934.10 ニフラリド nifuralide

2934.10 ニフルチアゾール nifurthiazole

2934.10 ニリダゾール niridazole

2934.10 ニタゾキサニド nitazoxanide

2934.10 ニトロダン nitrodan

2934.10 ニザチジン nizatidine

2934.10 オゾリノン ozolinone

2934.10 ペプロマイシン peplomycin

2934.10 ペラチゾール peratizole

2934.10 ピドチモド pidotimod

2934.10 ピオグリタゾン pioglitazone

2934.10 ピプロゾリン piprozolin

2934.10 ポジルフェン podilfen

2934.10 よう化プレタマジウム pretamazium iodide

2934.10 ラリトリン ralitoline

2934.10 レンチアプリル rentiapril

2934.10 タゾロール tazolol

2934.10 テバチゾール tebatizole

2934.10 テルメステイン telmesteine

2934.10 テノニトロゾール tenonitrozole

2934.10 チアベンダゾール thiabendazole

2934.10 チアゾスルホン thiazosulfone

2934.10 チアゾフリン tiazofurine

2934.10 チジアシク tidiacic

2934.10 チメガジン timegadine

2934.10 チミルジン timirdine

2934.10 チモフィブラート timofibrate

2934.10 チモナシク timonacic

2934.10 チオチジン tiotidine

2934.10 チオキサマスト tioxamast

2934.10 チプロチモド tiprotimod

2934.10 チゾプロール酸 tizoprolic acid

2934.10 トログリタゾン troglitazone

2934.10 ツバチジン tuvatidine

2934.10 ザルチジン zaltidine

2934.10 ゾラミン zolamine

2934.10 ゾリプロフェン zoliprofen

2934.20 ジマゾール dimazole

2934.20 よう化ジチアザニン dithiazanine iodide

2934.20 エトラバミン etrabamine

2934.20 エバンダミン evandamine

2934.20 ホステジル fostedil

2934.20 フレンチゾール frentizole

2934.20 ハレタゾール haletazole

2934.20 イプサピロン ipsapirone

2934.20 マノゾジル manozodil

2934.20 プラミペキソール pramipexole

2934.20 レボスピロン revospirone

2934.20 リルゾール riluzole

2934.20 サベルゾール sabeluzole

2934.20 スピジミド supidimide

2934.20 タザスブラート tazasubrate
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2934.20 タゼプロフェン tazeprofen

2934.20 チアラミド tiaramide

2934.20 チオキシダゾール tioxidazole

2934.20 ゾポルレスタット zopolrestat

2934.30 アセプロマジン acepromazine

2934.30 アセプロメタジン aceprometazine

2934.30 アセトフェナジン acetophenazine

2934.30 アリメマジン alimemazine

2934.30 アミノプロマジン aminopromazine

2934.30 アザクロルジン azaclorzine

2934.30 アザフトジン azaftozine

2934.30 ブタペラジン butaperazine

2934.30 カルフェナジン carfenazine

2934.30 クロラシジン chloracyzine

2934.30 クロルプロエタジン chlorproethazine

2934.30 クロルプロマジン chlorpromazine

2934.30 シクロフェナジン ciclofenazine

2934.30 シアメマジン cyamemazine

2934.30 ダセマジン dacemazine

2934.30 ジエタジン diethazine

2934.30 ジメラジン dimelazine

2934.30 ジメトキサナート dimethoxanate

2934.30 デュオペロン duoperone

2934.30 エチメマジン etymemazine

2934.30 フェネタジン fenethazine

2934.30 フェノベリン fenoverine

2934.30 フルアシジン fluacizine

2934.30 フルフェナジン fluphenazine

2934.30 フルピマジン flupimazine

2934.30 フルチアジン flutiazin

2934.30 フトルメタジン ftormetazine

2934.30 フトルプロパジン ftorpropazine

2934.30 フロマジン furomazine

2934.30 ホモフェナジン homofenazine

2934.30 イミクロパジン imiclopazine

2934.30 レボメプロマジン levomepromazine

2934.30 レボメチオメプラジン levometiomeprazine

2934.30 よう化メキタミウム mequitamium iodide

2934.30 メキタジン mequitazine

2934.30 メソリダジン mesoridazine

2934.30 メトジラジン methdilazine

2934.30 メチオメプラジン methiomeprazine

2934.30 メトプロマジン methopromazine

2934.30 塩化メチルチオニニウム methylthioninium chloride

2934.30 メチアジン酸 metiazinic acid

2934.30 メトフェナザート metofenazate

2934.30 メトピマジン metopimazine

2934.30 モラシジン moracizine

2934.30 オキサフルマジン oxaflumazine

2934.30 オキソメマジン oxomemazine

2934.30 オキシリダジン oxyridazine

2934.30 パラチアジン parathiazine

2934.30 ペカジン pecazine

2934.30 ペリシアジン periciazine

2934.30 ペリメタジン perimetazine

2934.30 ペルフェナジン perphenazine

2934.30 フェノチアジン phenothiazine

2934.30 ピパマジン pipamazine

2934.30 ピペラセタジン piperacetazine

2934.30 プロクロルペラジン prochlorperazine
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2934.30 プロフェナミン profenamine

2934.30 プロマジン promazine

2934.30 プロメタジン promethazine

2934.30 テオクル酸プロメタジン promethazine teoclate

2934.30 プロピオマジン propiomazine

2934.30 臭化プロピロマジン propyromazine bromide

2934.30 プロチジン酸 protizinic acid

2934.30 ソピタジン sopitazine

2934.30 スピクロマジン spiclomazine

2934.30 スルホリダジン sulforidazine

2934.30 メチル硫酸チアジナミウム thiazinamium metilsulfate

2934.30 チエチルペラジン thiethylperazine

2934.30 チオプロパザート thiopropazate

2934.30 チオリダジン thioridazine

2934.30 トリフルオメプラジン trifluomeprazine

2934.30 トリフロペラジン trifluoperazine

2934.30 トリフルプロマジン triflupromazine

2934.91 アミノレクス aminorex

2934.91 ブロチゾラム brotizolam

2934.91 クロチアゼパム clotiazepam

2934.91 クロキサゾラム cloxazolam

2934.91 デキストロモラミド dextromoramide

2934.91 ハロキサゾラム haloxazolam

2934.91 ケタゾラム ketazolam

2934.91 メソカルブ mesocarb

2934.91 オキサゾラム oxazolam

2934.91 ペモリン pemoline

2934.91 フェンジメトラジン phendimetrazine

2934.91 フェンメトラジン phenmetrazine

2934.91 スフェンタニル sufentanil

2934.99 アカデシン acadesine

2934.99 アセフルチアミン acefurtiamine

2934.99 アセスルファム acesulfame

2934.99 アシビシン acivicin

2934.99 アクランタート aclantate

2934.99 アコキサトリン acoxatrine

2934.99 アクロニン acronine

2934.99 アデメチオニン ademetionine

2934.99 りん酸アデノシン adenosine phosphate

2934.99 アドゼレシン adozelesin

2934.99 アルフゾシン alfuzosin

2934.99 アロメタジオン allomethadione

2934.99 アルモキサトン almoxatone

2934.99 アロブジン alovudine

2934.99 アルトクァリン altoqualine

2934.99 アミチビル amitivir

2934.99 アンレキサノクス amlexanox

2934.99 アモプロキサン amoproxan

2934.99 アモロルフィン amorolfine

2934.99 アモキサピン amoxapine

2934.99 アンピロキシカム ampiroxicam

2934.99 アナリチド anaritide

2934.99 アナキシロン anaxirone

2934.99 アンシタビン ancitabine

2934.99 アンタフェニット antafenite

2934.99 アンチエニット antienite

2934.99 アパファント apafant

2934.99 アプリカリム aprikalim

2934.99 アプロチニン aprotinin

2934.99 アラノチン aranotin
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2934.99 アルスチノール arsthinol

2934.99 アルチカイン articaine

2934.99 アトシバン atosiban

2934.99 アキサモジド axamozide

2934.99 アザシチジン azacitidine

2934.99 アザコナゾール azaconazole

2934.99 アザロキサン azaloxan

2934.99 アザナトル azanator

2934.99 アザリビン azaribine

2934.99 アザセトロン azasetron

2934.99 塩化アザスピリウム azaspirium chloride

2934.99 アザステン azastene

2934.99 アザテパ azatepa

2934.99 アゼペキソール azepexole

2934.99 アズモレン azumolene

2934.99 バルマスチン barmastine

2934.99 バルカイニド barucainide

2934.99 バトプラジン batoprazine

2934.99 バジナプリン bazinaprine

2934.99 ベカントン becantone

2934.99 ベシパルシル beciparcil

2934.99 ベクリコナゾール becliconazole

2934.99 ベフィペリド befiperide

2934.99 ベフロキサトン befloxatone

2934.99 ベフラリン befuraline

2934.99 ベモラダン bemoradan

2934.99 ベノキサホス benoxafos

2934.99 ベノキサプロフェン benoxaprofen

2934.99 ベンスルダズ酸 bensuldazic acid

2934.99 ベンタゼパム bentazepam

2934.99 ベパファント bepafant

2934.99 よう化ベペリジウム beperidium iodide

2934.99 ベピアスチン bepiastine

2934.99 ベレフリン berefrine

2934.99 ビアペネム biapenem

2934.99 ビマカリム bimakalim

2934.99 ビノスピロン binospirone

2934.99 ビソキサチン bisoxatin

2934.99 ブリブジン brivudine

2934.99 ブロクリナト brocrinat

2934.99 ブロファロミン brofaromine

2934.99 ブロホキシン brofoxine

2934.99 ブロムクロレノン bromchlorenone

2934.99 ブロキサテロール broxaterol

2934.99 ブロクスウリジン broxuridine

2934.99 ブクラデシン bucladesine

2934.99 ブタラミン butalamine

2934.99 ブタミソール butamisole

2934.99 カミグリボース camiglibose

2934.99 カロカイニド carocainide

2934.99 カロキサゾン caroxazone

2934.99 カルペリチド carperitide

2934.99 カルプラジジル carprazidil

2934.99 カルサラム carsalam

2934.99 カルゼレシン carzelesin

2934.99 セチエジル cetiedil

2934.99 クロルジモリン chlordimorine

2934.99 クロルメザノン chlormezanone

2934.99 クロロピリレン chloropyrilene

2934.99 クロルプロチキセン chlorprothixene
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2934.99 クロルテノキサジン chlorthenoxazine

2934.99 クロルゾキサゾン chlorzoxazone

2934.99 シクラフリン ciclafrine

2934.99 シクレタニン cicletanine

2934.99 シクロシドミン ciclosidomine

2934.99 シクロチゾラム ciclotizolam

2934.99 シホストジン cifostodine

2934.99 シモキサトン cimoxatone

2934.99 シネクロメン cinecromen

2934.99 シネパキサジル cinepaxadil

2934.99 シンノフラジオン cinnofuradione

2934.99 シノキサシン cinoxacin

2934.99 シノキソパジド cinoxopazide

2934.99 シプロキレン ciprokiren

2934.99 シスコナゾール cisconazole

2934.99 シタテピン citatepine

2934.99 シテナゾン citenazone

2934.99 シチコリン citicoline

2934.99 シチオロン citiolone

2934.99 クラドリビン cladribine

2934.99 クランチフェン clantifen

2934.99 クラブラン酸 clavulanic acid

2934.99 クレンチアゼム clentiazem

2934.99 クリダフィジン clidafidine

2934.99 クリプロフェン cliprofen

2934.99 クロダレノン clodanolene

2934.99 クロドキソポン clodoxopone

2934.99 クロミノレクス clominorex

2934.99 クロペンチキソール clopenthixol

2934.99 クロピドグレル clopidogrel

2934.99 クロピパザン clopipazan

2934.99 クロロテピン clorotepine

2934.99 クロチアピン clotiapine

2934.99 クロチオキソン clotioxone

2934.99 クロチキサミド clotixamide

2934.99 クロキシペンジル cloxypendyl

2934.99 クマゾリン coumazoline

2934.99 クロマカリム cromakalim

2934.99 クロミトリル cromitrile

2934.99 クロニジピン cronidipine

2934.99 シクラゾドン cyclazodone

2934.99 シクレキサノン cyclexanone

2934.99 シクロホスファミド cyclophosphamide

2934.99 シタラビン cytarabine

2934.99 ダコパファント dacopafant

2934.99 ダルホプリスチン dalfopristin

2934.99 ダモテピン damotepine

2934.99 ダントロレン dantrolene

2934.99 ダルグリタゾン darglitazone

2934.99 ダロジピン darodipine

2934.99 ダゾリシン dazolicine

2934.99 デシタビン decitabine

2934.99 デルモピノール delmopinol

2934.99 デニプリド denipride

2934.99 デスメチルモラミド desmethylmoramide

2934.99 デキサミソール dexamisole

2934.99 デキソキサドロール dexoxadrol

2934.99 ジアゾキシド diazoxide

2934.99 ジクロルメザノン dichlormezanone

2934.99 ジダノシン didanosine
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2934.99 ジエタジオン diethadione

2934.99 ジエチルチアンブテン diethylthiambutene

2934.99 ジフェンクロキサジン difencloxazine

2934.99 ジルチアゼム diltiazem

2934.99 ジメタジオン dimethadione

2934.99 ジメチルチアンブテン dimethylthiambutene

2934.99 ジオキサドロール dioxadrol

2934.99 ジオキサフェチルブチレート dioxaphetyl butyrate

2934.99 ジプロキサドール diproxadol

2934.99 ジソキサリル disoxaril

2934.99 ジタゾール ditazole

2934.99 ドブプリド dobupride

2934.99 ドコナゾール doconazole

2934.99 ドネチジン donetidine

2934.99 ドスレピン dosulepin

2934.99 ドタリジン dotarizine

2934.99 臭化ドテホニウム dotefonium bromide

2934.99 ドキサプラム doxapram

2934.99 ドキサゾシン doxazosin

2934.99 ドキシフルリジン doxifluridine

2934.99 ドクスピコミン doxpicomine

2934.99 ドロキサシン droxacin

2934.99 ドロキシカム droxicam

2934.99 デュロキセチン duloxetine

2934.99 エブセレン ebselen

2934.99 エカストロール ecastolol

2934.99 エクラゾラスト eclazolast

2934.99 エドクスジン edoxudine

2934.99 エファロキサン efaroxan

2934.99 エホニジピン efonidipine

2934.99 エルゴジピン elgodipine

2934.99 エルナジピン elnadipine

2934.99 エルテナク eltenac

2934.99 エルトプラジン eltoprazine

2934.99 エマカリム emakalim

2934.99 エモルファゾン emorfazone

2934.99 エナドリン enadoline

2934.99 エニロスピロン enilospirone

2934.99 エノシタビン enocitabine

2934.99 エノリカム enolicam

2934.99 エペルブジン epervudine

2934.99 エピプロピジン epipropidine

2934.99 エピチオスタノール epitiostanol

2934.99 エプロベミド eprobemide

2934.99 エプロバフェン eprovafen

2934.99 エルドステイン erdosteine

2934.99 エタスリン etasuline

2934.99 エチルメチルチアンブテン ethylmethylthiambutene

2934.99 エチベンダゾール etibendazole

2934.99 エチホキシン etifoxine

2934.99 エチサゾール etisazole

2934.99 エチゾラム etizolam

2934.99 エトドラク etodolac

2934.99 エトフラジン etofuradine

2934.99 エトロチフェン etolotifen

2934.99 エトキサドロール etoxadrol

2934.99 ファナンセリン fananserin

2934.99 ファシプロン fasiplon

2934.99 ファザラビン fazarabine

2934.99 フェドリラート fedrilate
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2934.99 フェナジアゾール fenadiazole

2934.99 フェンブトラザート fenbutrazate

2934.99 フェンメトラミド fenmetramide

2934.99 フェノゾロン fenozolone

2934.99 フェンピパロン fenpipalone

2934.99 フェンスピリド fenspiride

2934.99 フェプロシドニン feprosidnine

2934.99 フィアシタビン fiacitabine

2934.99 フィアルリジン fialuridine

2934.99 フィレナドール filenadol

2934.99 フィペキシド fipexide

2934.99 フラボキサート flavoxate

2934.99 フレシノキサン flesinoxan

2934.99 フロルジピン flordipine

2934.99 フロレジル floredil

2934.99 フロクスウリジン floxuridine

2934.99 フルアザコルト fluazacort

2934.99 フルダラビン fludarabine

2934.99 フルドキソポン fludoxopone

2934.99 フルメトラミド flumetramide

2934.99 フルメキサドール flumexadol

2934.99 フルメザピン flumezapine

2934.99 フルミノレクス fluminorex

2934.99 フルノキサプロフェン flunoxaprofen

2934.99 フルパロキサン fluparoxan

2934.99 フルペンチキソール flupentixol

2934.99 フルロシタビン flurocitabine

2934.99 フルタゾラム flutazolam

2934.99 フルチゼノール flutizenol

2934.99 フルゾペリン fluzoperine

2934.99 ホレスクトール folescutol

2934.99 ホミノベン fominoben

2934.99 ホモカイン fomocaine

2934.99 ホピルトリン fopirtoline

2934.99 ホトレタミン fotretamine

2934.99 フプラゾール fuprazole

2934.99 フララジン furalazine

2934.99 フラルタドン furaltadone

2934.99 フラザボール furazabol

2934.99 フラゾリドン furazolidone

2934.99 塩化フラゾリウム furazolium chloride

2934.99 フレグレラート furegrelate

2934.99 フレチジン furethidine

2934.99 フルメトキサドン furmethoxadone

2934.99 フルニジピン furnidipine

2934.99 フロダゾール furodazole

2934.99 フルスルチアミン fursultiamine

2934.99 フルテレン furterene

2934.99 ガボキサドール gaboxadol

2934.99 ガロシタビン galocitabine

2934.99 ゲムシタビン gemcitabine

2934.99 グルニカート glunicate

2934.99 臭化ヘテロニウム heteronium bromide

2934.99 ヒカントン hycanthone

2934.99 イバシタビン ibacitabine

2934.99 イカチバント icatibant

2934.99 イダゾキサン idazoxan

2934.99 イドクスウリジン idoxuridine

2934.99 イホスファミド ifosfamide

2934.99 イラトレオチド ilatreotide
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2934.99 イリパルシル iliparcil

2934.99 イロペリドン iloperidone

2934.99 イミロキサン imiloxan

2934.99 イモラミン imolamine

2934.99 インデロキサジン indeloxazine

2934.99 イニカロン inicarone

2934.99 イノシン inosine

2934.99 イオブト酸 iobutoic acid

2934.99 イオモリン酸 iomorinic acid

2934.99 イプラミジル ipramidil

2934.99 イプロチアゼム iprotiazem

2934.99 イリノテカン irinotecan

2934.99 イサモキソール isamoxole

2934.99 イソカルボキサジド isocarboxazid

2934.99 イソモルパン isomolpan

2934.99 イソチペンジル isothipendyl

2934.99 イソキサプロロール isoxaprolol

2934.99 イソキシカム isoxicam

2934.99 イスロジピン isrodipine

2934.99 イトラコナゾール itraconazole

2934.99 イバリモド ivarimod

2934.99 ケトコナゾール ketoconazole

2934.99 ケトチフェン ketotifen

2934.99 ラミブジン lamivudine

2934.99 ラノコナゾール lanoconazole

2934.99 ランレオチド lanreotide

2934.99 レフルノミド leflunomide

2934.99 レチミド letimide

2934.99 レバミソール levamisole

2934.99 レブクロマカリム levcromakalim

2934.99 レブシクロセリン levcycloserine

2934.99 レボフロキサシン levofloxacin

2934.99 レボフラルタドン levofuraltadone

2934.99 レボモラミド levomoramide

2934.99 レボキサドロール levoxadrol

2934.99 リマゾシク limazocic

2934.99 リノグリリド linogliride

2934.99 リンシドミン linsidomine

2934.99 ロジペロン lodiperone

2934.99 ロルノキシカム lornoxicam

2934.99 ロルタラミン lortalamine

2934.99 ロキサピン loxapine

2934.99 ロキソリビン loxoribine

2934.99 ルカントン lucanthone

2934.99 ルカルタミド lucartamide

2934.99 ルフラドム lufuradom

2934.99 ルピチジン lupitidine

2934.99 マホスファミド mafosfamide

2934.99 マイタンシン maitansine

2934.99 マロチラート malotilate

2934.99 マルボフロキサシン marbofloxacin

2934.99 マロキセピン maroxepin

2934.99 マザチコール mazaticol

2934.99 メジバジン medibazine

2934.99 メラルソニルカリウム melarsonyl potassium

2934.99 メラルソプロール melarsoprol

2934.99 メナビタン menabitan

2934.99 メフェノキサロン mephenoxalone

2934.99 メピキサノクス mepixanox

2934.99 メプロチキソール meprotixol
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2934.99 メセクラゾン meseclazone

2934.99 メスルフェン mesulfen

2934.99 メタキサロン metaxalone

2934.99 メタフェニレン methaphenilene

2934.99 メタピリレン methapyrilene

2934.99 メタスチリドン methastyridone

2934.99 メチアピン metiapine

2934.99 メチオキサート metioxate

2934.99 メチテピン metitepine

2934.99 メチキセン metixene

2934.99 メチゾリン metizoline

2934.99 メトスチレノール metostilenol

2934.99 メトキセピン metoxepin

2934.99 メトリフジル metrifudil

2934.99 メキサゾラム mexazolam

2934.99 ミデステイン midesteine

2934.99 ミロキサシン miloxacin

2934.99 ミナプリン minaprine

2934.99 ミノクロミル minocromil

2934.99 ミルフェンタニル mirfentanil

2934.99 ミトテナミン mitotenamine

2934.99 ミゾリビン mizoribine

2934.99 モベカルブ mobecarb

2934.99 モクロベミド moclobemide

2934.99 モフェゾラク mofezolac

2934.99 モフロベリン mofloverine

2934.99 モホキシム mofoxime

2934.99 モリナゾン molinazone

2934.99 モリンドン molindone

2934.99 モルラセタム molracetam

2934.99 モルシドミン molsidomine

2934.99 モナテピル monatepil

2934.99 モンチレリン montirelin

2934.99 モピドララジン mopidralazine

2934.99 モキゾン moquizone

2934.99 モランテル morantel

2934.99 モラゾン morazone

2934.99 モルクロホン morclofone

2934.99 モルホレクス morforex

2934.99 モリナミド morinamide

2934.99 モルニフルマート morniflumate

2934.99 モロクロメン morocromen

2934.99 モロキシジン moroxydine

2934.99 モルフェリジン morpheridine

2934.99 モルスクシミド morsuximide

2934.99 モサプリド mosapride

2934.99 モタピゾン motapizone

2934.99 モキシクモン moxicoumone

2934.99 モキシラプリン moxiraprine

2934.99 モクスニダゾール moxnidazole

2934.99 ムロカイニド murocainide

2934.99 ナバゼニル nabazenil

2934.99 ナビタン nabitan

2934.99 ナダイド nadide

2934.99 ナホキサドール nafoxadol

2934.99 ナフトキサート naftoxate

2934.99 ナミロテン namirotene

2934.99 ナラノール naranol

2934.99 ナロパルシル naroparcil

2934.99 ナキサゴリド naxagolide
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2934.99 ネドクロミル nedocromil

2934.99 ネフルモジド neflumozide

2934.99 ネホパム nefopam

2934.99 ネルテネキシン neltenexine

2934.99 ネルバカドール nerbacadol

2934.99 ネサピジル nesapidil

2934.99 ニコフラート nicofurate

2934.99 ニクチアゼム nictiazem

2934.99 ニフラデン nifuradene

2934.99 ニフラテル nifuratel

2934.99 ニフルダジル nifurdazil

2934.99 ニフルホリン nifurfoline

2934.99 ニフリミド nifurimide

2934.99 ニフリゾン nifurizone

2934.99 ニフルマゾール nifurmazole

2934.99 ニフロキン nifuroquine

2934.99 ニフルピポン nifurpipone

2934.99 ニフルピリノール nifurpirinol

2934.99 ニフルプラジン nifurprazine

2934.99 ニフルキナゾール nifurquinazol

2934.99 ニフルチモクス nifurtimox

2934.99 ニフルトイノール nifurtoinol

2934.99 ニフルビジン nifurvidine

2934.99 ニフルジド nifurzide

2934.99 ニミダン nimidane

2934.99 ニモラゾール nimorazole

2934.99 ニトラミソール nitramisole

2934.99 ニトロフラントイン nitrofurantoin

2934.99 ノベラスチン noberastine

2934.99 ノコダゾール nocodazole

2934.99 ノナビン nonabine

2934.99 ヌクロメドン nuclomedone

2934.99 ヌクロチキセン nuclotixene

2934.99 ヌフェノキソール nufenoxole

2934.99 オカペリドン ocaperidone

2934.99 オシルチド ociltide

2934.99 オクタザミド octazamide

2934.99 オダピパム odapipam

2934.99 オフロキサシン ofloxacin

2934.99 オランザピン olanzapine

2934.99 オルピメドン olpimedone

2934.99 オルチプラズ oltipraz

2934.99 オモナステイン omonasteine

2934.99 オルメロキシフェン ormeloxifene

2934.99 オチメラートナトリウム otimerate sodium

2934.99 オキサジメジン oxadimedine

2934.99 オキサフロザン oxaflozane

2934.99 オキサパドール oxapadol

2934.99 よう化オキサピウム oxapium iodide

2934.99 オキサプロジン oxaprozin

2934.99 オキサジジオン oxazidione

2934.99 オキサゾロン oxazorone

2934.99 臭化オキシテホニウム oxitefonium bromide

2934.99 オクスメチジン oxmetidine

2934.99 オキソジピン oxodipine

2934.99 オキソラミン oxolamine

2934.99 オキソリン酸 oxolinic acid

2934.99 オキシペンジル oxypendyl

2934.99 パナジプロン panadiplon

2934.99 パラメタジオン paramethadione
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2934.99 パラキサゾン paraxazone

2934.99 パルコナゾール parconazole

2934.99 パロキセチン paroxetine

2934.99 ペメドラク pemedolac

2934.99 塩化ペンタシニウム pentacynium chloride

2934.99 ペンテトレオチド pentetreotide

2934.99 ペンチアピン pentiapine

2934.99 ペンチジドン pentizidone

2934.99 ペントスタチン pentostatin

2934.99 ペラロプリド peralopride

2934.99 ペルホスファミド perfosfamide

2934.99 ペリソキサール perisoxal

2934.99 フェナドキソン phenadoxone

2934.99 フェニチロン phenythilone

2934.99 ピカルタミド picartamide

2934.99 ピクロニジン piclonidine

2934.99 ピクマスト picumast

2934.99 ピファルニン pifarnine

2934.99 ピフェキソール pifexole

2934.99 ピフルチキソール piflutixol

2934.99 ピメチキセン pimethixene

2934.99 ピナドリン pinadoline

2934.99 臭化ピナベリウム pinaverium bromide

2934.99 ピノキセピン pinoxepin

2934.99 ピパゼタート pipazetate

2934.99 ピペロキサン piperoxan

2934.99 ピポフェジン pipofezine

2934.99 ピポキソラン pipoxolan

2934.99 ピプロフロール piprofurol

2934.99 ピラゾフリン pirazofurin

2934.99 ピレノキシン pirenoxine

2934.99 ピリベジル piribedil

2934.99 ピロキシカム piroxicam

2934.99 ピルシドミン pirsidomine

2934.99 ピテノジル pitenodil

2934.99 ピゾチフェン pizotifen

2934.99 プラフィブリド plafibride

2934.99 プラモカイン pramocaine

2934.99 プランルカスト pranlukast

2934.99 プラノプロフェン pranoprofen

2934.99 プラバドリン pravadoline

2934.99 プラゾシン prazosin

2934.99 プレノクスジアジン prenoxdiazine

2934.99 プレチアジル pretiadil

2934.99 プリフェロン prifelone

2934.99 プリフロリン prifuroline

2934.99 プロドール酸 prodolic acid

2934.99 プロフェキサロン profexalone

2934.99 プロモラート promolate

2934.99 プロロキサン proroxan

2934.99 プロチペンジル prothipendyl

2934.99 プロチキセン prothixene

2934.99 プロチオファート protiofate

2934.99 プロキサゾール proxazole

2934.99 プロキソルファン proxorphan

2934.99 ピランテル pyrantel

2934.99 ピリダロン pyridarone

2934.99 クァゾラスト quazolast

2934.99 キンカルバート quincarbate

2934.99 キンファミド quinfamide
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2934.99 ラセモラミド racemoramide

2934.99 ラロキシフェン raloxifene

2934.99 ラミキソチジン ramixotidine

2934.99 ラジノジル razinodil

2934.99 レボキセチン reboxetine

2934.99 レクラゼパム reclazepam

2934.99 レピリナスト repirinast

2934.99 リバビリン ribavirin

2934.99 リボプリン riboprine

2934.99 リファブチン rifabutin

2934.99 リルマカリム rilmakalim

2934.99 リルメニジン rilmenidine

2934.99 リスペリドン risperidone

2934.99 リタンセリン ritanserin

2934.99 ロカスチン rocastine

2934.99 臭化ロクロニウム rocuronium bromide

2934.99 ロマザリット romazarit

2934.99 ロミフェノン romifenone

2934.99 ルフロキサシン rufloxacin

2934.99 サガンジピン sagandipine

2934.99 塩化サングイナリウム sanguinarium chloride

2934.99 サペルコナゾール saperconazole

2934.99 サビプラゾール saviprazole

2934.99 サボキセピン savoxepin

2934.99 セクラゾン seclazone

2934.99 セクリニン securinine

2934.99 セモチアジル semotiadil

2934.99 セルタコナゾール sertaconazole

2934.99 セトペロン setoperone

2934.99 シラチアゼム siratiazem

2934.99 シロリムス sirolimus

2934.99 スチボカプタートナトリウム sodium stibocaptate

2934.99 ソリペルチン solypertine

2934.99 ソルビニル sorbinil

2934.99 ソリブジン sorivudine

2934.99 ソルニジピン sornidipine

2934.99 スピクラミン spiclamine

2934.99 スピラドリン spiradoline

2934.99 スピラプリル spirapril

2934.99 スピラプリラト spiraprilat

2934.99 スピロゲルマニウム spirogermanium

2934.99 スピロキサトリン spiroxatrine

2934.99 スタブジン stavudine

2934.99 ステプロニン stepronin

2934.99 スベンダゾール subendazole

2934.99 スホスファミド sufosfamide

2934.99 スルベノクス sulbenox

2934.99 スルベンチン sulbentine

2934.99 スプロクロン suproclone

2934.99 スプロフェン suprofen

2934.99 スリクロン suriclone

2934.99 タクロリムス tacrolimus

2934.99 タリペキソール talipexole

2934.99 タルメタシン talmetacin

2934.99 タルニフルマート talniflumate

2934.99 タルスプラム talsupram

2934.99 タンダミン tandamine

2934.99 タニプロン taniplon

2934.99 タウロリジン taurolidine

2934.99 タウロステイン taurosteine
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2934.99 タウルルタム taurultam

2934.99 タジプリノン taziprinone

2934.99 テフルチキソール teflutixol

2934.99 テガフル tegafur

2934.99 テレンゼピン telenzepine

2934.99 テモカプリル temocapril

2934.99 テニダプ tenidap

2934.99 テニラピン tenilapine

2934.99 テニロキサジン teniloxazine

2934.99 テニルセタム tenilsetam

2934.99 テニポシド teniposide

2934.99 テノシクリジン tenocyclidine

2934.99 テノサール tenosal

2934.99 テノシプロール tenosiprol

2934.99 テノキシカム tenoxicam

2934.99 テニリドン tenylidone

2934.99 テラゾシン terazosin

2934.99 テルコナゾール terconazole

2934.99 テルフラボキサート terflavoxate

2934.99 テリカラント terikalant

2934.99 テリジドン terizidone

2934.99 テルラキレン terlakiren

2934.99 テルリプレシン terlipressin

2934.99 テロキシロン teroxirone

2934.99 テルタトロール tertatolol

2934.99 テトラミソール tetramisole

2934.99 テナリジン thenalidine

2934.99 クロシル酸テニウム thenium closilate

2934.99 テニルジアミン thenyldiamine

2934.99 臭化メチルチヘキシノール thihexinol methylbromide

2934.99 チオフラデン thiofuradene

2934.99 チアガビン tiagabine

2934.99 チアメニジン tiamenidine

2934.99 チアナファク tianafac

2934.99 チアネプチン tianeptine

2934.99 チアパミル tiapamil

2934.99 チアピリノール tiapirinol

2934.99 チアプロフェン酸 tiaprofenic acid

2934.99 チアプロスト tiaprost

2934.99 チアゼシム tiazesim

2934.99 チバロシン tibalosin

2934.99 チベネラスト tibenelast

2934.99 チブロファン tibrofan

2934.99 チクラトン ticlatone

2934.99 チクロピジン ticlopidine

2934.99 よう化チエモニウム tiemonium iodide

2934.99 チエニル酸 tienilic acid

2934.99 チエノカルビン tienocarbine

2934.99 チエノプラミン tienopramine

2934.99 チエノキソロール tienoxolol

2934.99 チフェモキソン tifemoxone

2934.99 チフルアドム tifluadom

2934.99 チフルカルビン tiflucarbine

2934.99 チレタミン tiletamine

2934.99 チロミソール tilomisole

2934.99 チロゼピン tilozepine

2934.99 チメロテム timelotem

2934.99 臭化チメピジウム timepidium bromide

2934.99 チモロール timolol

2934.99 チナビノール tinabinol
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2934.99 チノフェドリン tinofedrine

2934.99 チノリジン tinoridine

2934.99 チオクロマロール tioclomarol

2934.99 チオコナゾール tioconazole

2934.99 チオダゾシン tiodazosin

2934.99 塩化チオドニウム tiodonium chloride

2934.99 チオピナク tiopinac

2934.99 チオスピロン tiospirone

2934.99 チオキサシン tioxacin

2934.99 チオキサプロフェン tioxaprofen

2934.99 チオキソロン tioxolone

2934.99 チペントシン tipentosin

2934.99 チペピジン tipepidine

2934.99 臭化チペトロピウム tipetropium bromide

2934.99 チピンドール tipindole

2934.99 チプリナスト tiprinast

2934.99 臭化チキジウム tiquizium bromide

2934.99 チソクロミド tisocromide

2934.99 チバニダゾール tivanidazole

2934.99 チキサジル tixadil

2934.99 チザブリン tizabrin

2934.99 チザニジン tizanidine

2934.99 トロキサトン toloxatone

2934.99 トポテカン topotecan

2934.99 トザリノン tozalinone

2934.99 トラボキソピン traboxopine

2934.99 臭化トランテリニウム trantelinium bromide

2934.99 トラキサノクス traxanox

2934.99 トリシリビン triciribine

2934.99 トリフルリジン trifluridine

2934.99 カンシル酸トリメタファン trimetaphan camsilate

2934.99 トリメタジオン trimethadione

2934.99 トリメトジン trimetozine

2934.99 トリチオジン tritiozine

2934.99 トリトクァリン tritoqualine

2934.99 トリキソラン trixolane

2934.99 トロホスファミド trofosfamide

2934.99 トロパテピン tropatepine

2934.99 トロキダゾール troquidazole

2934.99 ツブロゾール tubulozole

2934.99 ツロパファント tulopafant

2934.99 ウラリチド ularitide

2934.99 ウチバプリル utibapril

2934.99 ウチバプリラト utibaprilat

2934.99 バルペリノール valperinol

2934.99 バニチオリド vanitiolide

2934.99 バプレオチド vapreotide

2934.99 ビダラビン vidarabine

2934.99 ビロキサジン viloxazine

2934.99 ボキセルゴリド voxergolide

2934.99 キサモテロール xamoterol

2934.99 キサンチオール xanthiol

2934.99 キシノミリン xinomiline

2934.99 キシラジン xylazine

2934.99 ザルシタビン zalcitabine

2934.99 ザルダリド zaldaride

2934.99 ザルトプロフェン zaltoprofen

2934.99 ザミフェナシン zamifenacin

2934.99 ゼパスチン zepastine

2934.99 ジドブジン zidovudine

80／87



号(Sub-heading) 品名 Description
2934.99 ジレウトン zileuton

2934.99 ジノコナゾール zinoconazole

2934.99 ゾロペロン zoloperone

2934.99 ゾニクレゾール zoniclezole

2934.99 ゾテピン zotepine

2934.99 ゾキサゾラミン zoxazolamine

2934.99 ズクロペンチキソール zuclopenthixol

2935.00 アセタゾラミド acetazolamide

2935.00 アセトヘキサミド acetohexamide

2935.00 アリパミド alipamide

2935.00 アルピロプリド alpiropride

2935.00 アルチジド altizide

2935.00 アンブシド ambuside

2935.00 メシル酸アミデフリン amidefrine mesilate

2935.00 アモスラロール amosulalol

2935.00 アムサクリン amsacrine

2935.00 アルガトロバン argatroban

2935.00 アルチリド artilide

2935.00 アザボン azabon

2935.00 アゾセミド azosemide

2935.00 ベメチジド bemetizide

2935.00 ベンドロフルメチアジド bendroflumethiazide

2935.00 ベンズチアジド benzthiazide

2935.00 ベンジルスルファミド benzylsulfamide

2935.00 ベスルパミド besulpamide

2935.00 ベスニド besunide

2935.00 ブメタニド bumetanide

2935.00 ブタジアザミド butadiazamide

2935.00 ブチジド butizide

2935.00 カルブタミド carbutamide

2935.00 カルメチジド carmetizide

2935.00 カルゼニド carzenide

2935.00 クロロチアジド chlorothiazide

2935.00 クロルプロパミド chlorpropamide

2935.00 クロルタリドン chlortalidone

2935.00 シプロプリド cipropride

2935.00 クロフェナミド clofenamide

2935.00 クロパミド clopamide

2935.00 クロレキソロン clorexolone

2935.00 クロルスロン clorsulon

2935.00 シクロペンチアジド cyclopenthiazide

2935.00 シクロチアジド cyclothiazide

2935.00 ダルトロバン daltroban

2935.00 デルファントリン delfantrine

2935.00 ジクロフェナミド diclofenamide

2935.00 ジフルミドン diflumidone

2935.00 ジメトチアジン dimetotiazine

2935.00 ジンセド dinsed

2935.00 ジスレルギン disulergine

2935.00 ジスルファミド disulfamide

2935.00 ジトラミド ditolamide

2935.00 ドフェチリド dofetilide

2935.00 ドルゾラミド dorzolamide

2935.00 エブロチジン ebrotidine

2935.00 エピチジド epitizide

2935.00 エテベネシド etebenecid

2935.00 エチアジド ethiazide

2935.00 エチスレルギン etisulergine

2935.00 ファスジル fasudil

2935.00 フェンキゾン fenquizone
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2935.00 フロスリド flosulide

2935.00 フルベプリド flubepride

2935.00 フルメチアジド flumethiazide

2935.00 フロセミド furosemide

2935.00 ガロセミド galosemide

2935.00 グリアミリド gliamilide

2935.00 グリベンクラミド glibenclamide

2935.00 グリボルヌリド glibornuride

2935.00 グリカラミド glicaramide

2935.00 グリセタニル glicetanile

2935.00 グリクラジド gliclazide

2935.00 グリコンダミド glicondamide

2935.00 グリダザミド glidazamide

2935.00 グリフルミド gliflumide

2935.00 グリメピリド glimepiride

2935.00 グリパラミド glipalamide

2935.00 グリペンチド glipentide

2935.00 グリピジド glipizide

2935.00 グリキドン gliquidone

2935.00 グリサムリド glisamuride

2935.00 グリシンダミド glisindamide

2935.00 グリソラミド glisolamide

2935.00 グリソキセピド glisoxepide

2935.00 グルコスルファミド glucosulfamide

2935.00 グリブチアゾール glybuthiazol

2935.00 グリブゾール glybuzole

2935.00 グリクロピラミド glyclopyramide

2935.00 グリシクラミド glycyclamide

2935.00 グリヘキサミド glyhexamide

2935.00 グリミジンナトリウム glymidine sodium

2935.00 グリオクタミド glyoctamide

2935.00 グリピナミド glypinamide

2935.00 グリプロチアゾール glyprothiazol

2935.00 グリソブゾール glysobuzole

2935.00 ハラゾン halazone

2935.00 ヘプトラミド heptolamide

2935.00 ヒドロベンチジド hydrobentizide

2935.00 ヒドロクロロチアジド hydrochlorothiazide

2935.00 ヒドロフルメチアジド hydroflumethiazide

2935.00 イブチリド ibutilide

2935.00 インダパミド indapamide

2935.00 イソスルプリド isosulpride

2935.00 レボスルピリド levosulpiride

2935.00 リノトロバン linotroban

2935.00 ロラプリド lorapride

2935.00 マフェニド mafenide

2935.00 マレイルスルファチアゾール maleylsulfathiazole

2935.00 メブチジド mebutizide

2935.00 メフルシド mefruside

2935.00 メスルファミド mesulfamide

2935.00 メスプリン mesuprine

2935.00 メタヘキサミド metahexamide

2935.00 メタゾラミド methazolamide

2935.00 メチクロチアジド methyclothiazide

2935.00 メチブリド metibride

2935.00 メチクラン meticrane

2935.00 メトラゾン metolazone

2935.00 モナラゾン二ナトリウム monalazone disodium

2935.00 ナラトリプタン naratriptan

2935.00 ニメスリド nimesulide
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2935.00 ニトロスルファチアゾール nitrosulfathiazole

2935.00 パラフルチジド paraflutizide

2935.00 パゾキシド pazoxide

2935.00 ペンフルチジド penflutizide

2935.00 フタリルスルファメチゾール phthalylsulfamethizole

2935.00 フタリルスルファチアゾール phthalylsulfathiazole

2935.00 ピポチアジン pipotiazine

2935.00 ピレタニド piretanide

2935.00 ポリチアジド polythiazide

2935.00 プロベネシド probenecid

2935.00 プロパゾラミド propazolamide

2935.00 プロスルプリド prosulpride

2935.00 キネタゾン quinethazone

2935.00 キスルタジン quisultazine

2935.00 リソチリド risotilide

2935.00 リトルカスト ritolukast

2935.00 サラゾジン salazodine

2935.00 サラゾスルファジミジン salazosulfadimidine

2935.00 サラゾスルファミド salazosulfamide

2935.00 サラゾスルファチアゾール salazosulfathiazole

2935.00 サトラニダゾール satranidazole

2935.00 セマチリド sematilide

2935.00 セゾラミド sezolamide

2935.00 シタリドン sitalidone

2935.00 ソタロール sotalol

2935.00 ソテレノール soterenol

2935.00 ステアリルスルファミド stearylsulfamide

2935.00 スクシニルスルファチアゾール succinylsulfathiazole

2935.00 スクロフェニド suclofenide

2935.00 スドキシカム sudoxicam

2935.00 スルクラミド sulclamide

2935.00 スルファベンズ sulfabenz

2935.00 スルファベンズアミド sulfabenzamide

2935.00 スルファカルバミド sulfacarbamide

2935.00 スルファセコール sulfacecole

2935.00 スルファセタミド sulfacetamide

2935.00 スルファクロルピリダジン sulfachlorpyridazine

2935.00 スルファクリソイジン sulfachrysoidine

2935.00 スルファシチン sulfacitine

2935.00 スルファクロミド sulfaclomide

2935.00 スルファクロラゾール sulfaclorazole

2935.00 スルファクロジン sulfaclozine

2935.00 スルファジアスルホンナトリウム sulfadiasulfone sodium

2935.00 スルファジアジン sulfadiazine

2935.00 スルファジクラミド sulfadicramide

2935.00 スルファジメトキシン sulfadimethoxine

2935.00 スルファジミジン sulfadimidine

2935.00 スルファドキシン sulfadoxine

2935.00 スルファエチドール sulfaethidole

2935.00 スルファフラゾール sulfafurazole

2935.00 スルファグアニジン sulfaguanidine

2935.00 スルファグアノール sulfaguanole

2935.00 スルファレン sulfalene

2935.00 スルファロクス酸 sulfaloxic acid

2935.00 スルファマゾン sulfamazone

2935.00 スルファメラジン sulfamerazine

2935.00 スルファメラジンナトリウム sulfamerazine sodium

2935.00 スルファメチゾール sulfamethizole

2935.00 スルファメトキサゾール sulfamethoxazole

2935.00 スルファメトキシピリダジン sulfamethoxypyridazine
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2935.00 スルファメトミジン sulfametomidine

2935.00 スルファメトキシジアジン sulfametoxydiazine

2935.00 スルファメトロール sulfametrole

2935.00 スルファモノメトキシン sulfamonomethoxine

2935.00 スルファモキソール sulfamoxole

2935.00 スルファニトラン sulfanitran

2935.00 スルファペリン sulfaperin

2935.00 スルファフェナゾール sulfaphenazole

2935.00 スルファプロキシリン sulfaproxyline

2935.00 スルファピラゾール sulfapyrazole

2935.00 スルファピリジン sulfapyridine

2935.00 スルファキノキサリン sulfaquinoxaline

2935.00 スルファサラジン sulfasalazine

2935.00 スルファソミゾール sulfasomizole

2935.00 スルファスクシナミド sulfasuccinamide

2935.00 スルファシマジン sulfasymazine

2935.00 スルファチアゾール sulfathiazole

2935.00 スルファチオ尿素 sulfathiourea

2935.00 スルファトラミド sulfatolamide

2935.00 スルファトロキサゾール sulfatroxazole

2935.00 スルファトロゾール sulfatrozole

2935.00 スルフイソミジン sulfisomidine

2935.00 スリクリナト sulicrinat

2935.00 スルメプリド sulmepride

2935.00 スロカルビラート sulocarbilate

2935.00 スロフェヌル sulofenur

2935.00 スロセミド sulosemide

2935.00 スロトロバン sulotroban

2935.00 スルピリド sulpiride

2935.00 スルプロストン sulprostone

2935.00 スルチアム sultiame

2935.00 スルベラプリド sulverapride

2935.00 スマトリプタン sumatriptan

2935.00 スメチジド sumetizide

2935.00 タルトリミド taltrimide

2935.00 タムスロシン tamsulosin

2935.00 タウロムスチン tauromustine

2935.00 テクロチアジド teclothiazide

2935.00 チオヘキサミド thiohexamide

2935.00 チオプロペラジン thioproperazine

2935.00 チアミジド tiamizide

2935.00 チニスルプリド tinisulpride

2935.00 チオチキセン tiotixene

2935.00 チゾレミド tizolemide

2935.00 トラザミド tolazamide

2935.00 トルブタミド tolbutamide

2935.00 トルペンタミド tolpentamide

2935.00 トルピラミド tolpyrramide

2935.00 トラセミド torasemide

2935.00 トシフェン tosifen

2935.00 トスルル tosulur

2935.00 トシルクロラミドナトリウム tosylchloramide sodium

2935.00 トリクロルメチアジド trichlormethiazide

2935.00 トリフルミダート triflumidate

2935.00 トリパミド tripamide

2935.00 ウレドホス uredofos

2935.00 バニルジスルファミド vanyldisulfamide

2935.00 ベラリプリド veralipride

2935.00 キシパミド xipamide

2935.00 ジダパミド zidapamide
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2935.00 ジンテロール zinterol

2935.00 ゾニサミド zonisamide

2937.19 アンジオテンシンⅡ angiotensin II

2937.19 サララシン saralasin

2938.10 ジオスミン diosmin

2938.10 エトキサゾルトシド ethoxazorutoside

2938.10 モノキセルチン monoxerutin

2938.10 ルトシド rutoside

2938.10 トロキセルチン troxerutin

2938.90 アセチルジギトキシン acetyldigitoxin

2938.90 アクトジギン actodigin

2938.90 デスラノシド deslanoside

2938.90 ジギトキシン digitoxin

2938.90 ジゴキシン digoxin

2938.90 ジソグルシド disogluside

2938.90 エトポシド etoposide

2938.90 無晶性ギタリン gitalin, amorphous

2938.90 ギタロキシン gitaloxin

2938.90 ギトホルマート gitoformate

2938.90 ケラシアニン keracyanin

2938.90 ケロシド khelloside

2938.90 ラナトシドC lanatoside C

2938.90 メプロスシラリン meproscillarin

2938.90 メチルジゴキシン metildigoxin

2938.90 ミプラゴシド mipragoside

2938.90 ペンギトキシン pengitoxin

2938.90 ポリサポニン polisaponin

2938.90 プロスシラリジン proscillaridin

2938.90 シアゴシド siagoside

2938.90 チクェシド tiqueside

2940.00 ラクチトール lactitol

2940.00 アルファデクス alfadex

2940.00 アミプリロース amiprilose

2940.00 ベータデクス betadex

2940.00 ラクタルファート lactalfate

2940.00 ラクツロース lactulose

2940.00 ニコフラノース nicofuranose

2940.00 スクラルファート sucralfate

2940.00 スクロソファート sucrosofate

2940.00 トリベノシド tribenoside

2942.00 グルカロクス glucalox

2942.00 スチボグルコナートナトリウム sodium stibogluconate

2942.00 スクラロクス sucralox

3203.00 パルミチン酸キサントフィル xantofyl palmitate

3204.12 アナゾレンナトリウム anazolene sodium

3204.12 オルサラジン olsalazine

3204.13 塩化メチルロザニリニウム methylrosanilinium chloride

3204.13 塩化トロニウム tolonium chloride

3204.19 ベータカロチン betacarotene

3204.90 オフタスセイン oftasceine

3402.12 塩化ベンザルコニウム benzalkonium chloride

3402.13 ベンゾナタート benzonatate

3402.13 セトマクロゴール1000 cetomacrogol 1000

3402.13 ラウロマクロゴール400 lauromacrogol 400

3402.13 メンフェゴール menfegol

3402.13 ノノキシノール nonoxinol

3402.13 オクトキシノール octoxinol

3402.13 ポロキサレン poloxalene

3402.13 ポリソルベート polysorbate

3507.90 アルグルセラーゼ alglucerase
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3507.90 アルテプラーゼ alteplase

3507.90 アンクロド ancrod

3507.90 アニストレプラーゼ anistreplase

3507.90 バトロキソビン batroxobin

3507.90 ブリナーゼ brinase

3507.90 ブロメライン bromelains

3507.90 キモパパイン chymopapain

3507.90 キモトリプシン chymotrypsin

3507.90 デュテプラーゼ duteplase

3507.90 フィブリノリシン(人) fibrinolysin (human)

3507.90 ヒアロシダーゼ hyalosidase

3507.90 ヒアルロニダーゼ hyaluronidase

3507.90 カリジノゲナーゼ kallidinogenase

3507.90 ナサルプラーゼ nasaruplase

3507.90 オクラーゼ ocrase

3507.90 オルゴテイン orgotein

3507.90 ペガスパルガーゼ pegaspargase

3507.90 ペニシリナーゼ penicillinase

3507.90 プロメラーゼ promelase

3507.90 レテプラーゼ reteplase

3507.90 リゾリパーゼ rizolipase

3507.90 サルプラーゼ saruplase

3507.90 セラペプターゼ serrapeptase

3507.90 スフェリカーゼ sfericase

3507.90 シルテプラーゼ silteplase

3507.90 ストレプトドルナーゼ streptodornase

3507.90 ストレプトキナーゼ streptokinase

3507.90 スジスマーゼ sudismase

3507.90 スチライン sutilains

3507.90 トロンビン thrombin

3507.90 チラクターゼ tilactase

3507.90 ウロキナーゼ urokinase

3808.40 セトリミド cetrimide

3824.90 塩化アクリフラビニウム acriflavinium chloride

3824.90 ポルフィマーナトリウム porfimer sodium

3824.90 ラウリン酸ソルビタン sorbitan laurate

3824.90 オレイン酸ソルビタン sorbitan oleate

3824.90 パルミチン酸ソルビタン sorbitan palmitate

3824.90 セスキオレイン酸ソルビタン sorbitan sesquioleate

3824.90 ステアリン酸ソルビタン sorbitan stearate

3824.90 トリステアリン酸ソルビタン sorbitan tristearate

3901.90 アポラートナトリウム sodium apolate

3902.90 スルホマー surfomer

3905.99 ポリビドン polyvidone

3906.90 ポリカルボフィル polycarbophil

3907.10 ポリベンザルソール polybenzarsol

3907.30 ポリエタデン polyetadene

3907.99 ポリグリコール酸 polyglycolic acid

3909.10 ポリノキシリン polynoxylin

3909.40 ポリクレスレン policresulen

3911.90 カルベチマー carbetimer

3911.90 フェロポリマレル ferropolimaler

3911.90 グルソフェロン glusoferron

3911.90 レウシグルマー leuciglumer

3911.90 マレタマー maletamer

3911.90 ポラプレ亜鉛 polaprezinc

3911.90 塩化ポリドロニウム polidronium chloride

3911.90 ポリフェプロサン polifeprosan

3911.90 ポリグレカプロン poliglecaprone

3911.90 ポリヘキサニド polihexanide
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号(Sub-heading) 品名 Description
3912.39 セルクロラール celucloral

3912.39 メチルセルロース methylcellulose

3912.90 セラブラート cellaburate

3912.90 セラセファート cellacefate

3913.90 アセマンナン acemannan

3913.90 アルデパリンナトリウム ardeparin sodium

3913.90 シデフェロン cideferron

3913.90 コレキストラン colextran

3913.90 ダルテパリンナトリウム dalteparin sodium

3913.90 デトラルファート detralfate

3913.90 デキストラン dextran

3913.90 デキストラノマー dextranomer

3913.90 デキストリフェロン dextriferron

3913.90 エノキサパリンナトリウム enoxaparin sodium

3913.90 グレプトフェロン gleptoferron

3913.90 ポリゲエナン poligeenan

3913.90 ポリグルサム poliglusam

3913.90 ポリゲリン polygeline

3913.90 シゾフィラン sizofiran

3913.90 スレパロイドナトリウム suleparoid sodium

3914.00 コレスチポール colestipol

3914.00 コレスチラミン colestyramine

3914.00 ポラクリリン polacrilin

3914.00 硫酸ポリデキシド polidexide sulfate

注)現在の譲許表は、2002年版HS品目表に基づいているため、本表のHSコードについても、2002年版HS品目表に基づく番号
となっております。
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