
号(Sub-heading) 品名 Description
2844.40 イオロプリド(123 I) iolopride (123 I)

2844.40 フリホスミンテクネチウム(99m Tc) technetium (99m Tc) furifosmin

2846.90 ガドキセト酸 gadoxetic acid

2846.90 ガドベルセタミド gadoversetamide

2846.90 スプロジアミド sprodiamide

2914.40 イドラマントン idramantone

2916.39 ベダプロフェン vedaprofen

2918.30 セラトロダスト seratrodast

2918.30 デキスケトプロフェン dexketoprofen

2918.90 ピミルプロスト pimilprost

2921.49 ラサギリン rasagiline

2922.49 ダパブタン dapabutan

2923.90 臭化ラウルセチウム laurcetium bromide

2924.19 アデルミドロール adelmidrol

2924.19 チマルファシン thymalfasin

2924.19 トラデカミド tradecamide

2924.19 ベルセタミド versetamide

2924.29 タミバロテン tamibarotene

2924.29 ロビリド loviride

2925.19 ビスナフィド bisnafide

2925.20 アプチガネル aptiganel

2926.90 バラジポン balazipone

2926.90 ラフルニムス laflunimus

2928.00 フェンレウトン fenleuton

2930.90 サルナセジン salnacedin

2930.90 デキセカドトリル dexecadotril

2930.90 ビカルタミド bicalutamide

2930.90 ポビルカスト pobilukast

2930.90 ラセカドトリル racecadotril

2931.00 イバンドロン酸 ibandronic acid

2931.00 インカドロン酸 incadronic acid

2931.00 オルパドロン酸 olpadronic acid

2931.00 ジフロシロン zifrosilone

2932.99 アルテフレン arteflene

2932.99 イラルカスト iralukast

2932.99 エバルゾタン ebalzotan

2932.99 オロパタジン olopatadine

2932.99 クロモグリク酸リセチル cromoglicate lisetil

2932.99 ザナミビル zanamivir

2932.99 ベルバスタチン bervastatin

2932.99 ランプロストン lanproston

2933.29 イミダプリラト imidaprilat

2933.29 イルベサルタン irbesartan

2933.29 エリサルタン elisartan

2933.29 ガルダンセトロン galdansetron

2933.29 ゾレドロン酸 zoledronic acid

2933.39 イタメリン itameline

2933.39 イノガトラン inogatran

2933.39 スピログルミド spiroglumide

2933.39 タルサクリジン talsaclidine

2933.39 トロビルジン trovirdine

2933.39 ニカナルチン nicanartine

2933.39 ニコトレドール nicotredole

2933.39 ピクラミラスト piclamilast

2933.39 ベシピルジン besipirdine

2933.39 ホジピル fodipir

2933.39 マンガホジピル mangafodipir

2933.39 ラミフィバン lamifiban

付表ⅠB　指定を受けた医薬の有効成分（１回目の見直しによる追加）
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号(Sub-heading) 品名 Description
2933.49 キフラポン quiflapon

2933.49 テリナビル telinavir

2933.49 バロフロキサシン balofloxacin

2933.49 プレマフロキサシン premafloxacin

2933.49 ベシル酸シサトラクリウム cisatracurium besilate

2933.49 モンテルカスト montelukast

2933.59 アダタンセリン adatanserin

2933.59 アデホビル adefovir

2933.59 イガニジピン iganidipine

2933.59 エフレチリジン efletirizine

2933.59 オシナプロン ocinaplon

2933.59 ザレプロン zaleplon

2933.59 シドホビル cidofovir

2933.59 タゴリジン tagorizine

2933.59 ボリコナゾール voriconazole

2933.59 マザペルチン mazapertine

2933.59 マピナスチン mapinastine

2933.59 リピサルタン ripisartan

2933.59 ルザドラン ruzadolane

2933.59 ロブカビル lobucavir

2933.79 オキセクロスポリン oxeclosporin

2933.79 オルプリノン olprinone

2933.79 ゲクロスポリン geclosporin

2933.79 タソサルタン tasosartan

2933.79 トボリノン toborinone

2933.79 フラダフィバン fradafiban

2933.79 リレキニル lirequinil

2933.99 アシタザノラスト acitazanolast

2933.99 アトルバスタチン atorvastatin

2933.99 アナストロゾール anastrozole

2933.99 アビテサルタン abitesartan

2933.99 イピダクリン ipidacrine

2933.99 イロマスタット ilomastat

2933.99 エフェガトラン efegatran

2933.99 エミデルチド emideltide

2933.99 カンデサルタン candesartan

2933.99 ゴララチド goralatide

2933.99 テルミサルタン telmisartan

2933.99 トロバフロキサシン trovafloxacin

2933.99 ビバリルジン bivalirudin

2933.99 ポミサルタン pomisartan

2933.99 ミピトロバン mipitroban

2933.99 ミベフラジル mibefradil

2933.99 よう化カンドクロニウム candocuronium iodide

2933.99 ラモセトロン ramosetron

2933.99 ランペリソン lanperisone

2933.99 ルフィナミド rufinamide

2933.99 レトロゾール letrozole

2934.10 カルタステイン cartasteine

2934.10 ザンキレン zankiren

2934.10 シナルカスト cinalukast

2934.10 タゾフェロン tazofelone

2934.10 デノチビル denotivir

2934.10 パミコグレル pamicogrel

2934.20 ジプラシドン ziprasidone

2934.20 ペロスピロン perospirone

2934.20 ルベルゾール lubeluzole

2934.99 アザランスタット azalanstat

2934.99 アジミリド azimilide

2934.99 アチベプロン atibeprone
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号(Sub-heading) 品名 Description
2934.99 アホビルセン afovirsen

2934.99 アルニジタン alniditan

2934.99 アルネスピロン alnespirone

2934.99 イフェトロバン ifetroban

2934.99 イペノキサゾン ipenoxazone

2934.99 イミトロダスト imitrodast

2934.99 イレプシミド ilepcimide

2934.99 イロニダプ ilonidap

2934.99 エプロサルタン eprosartan

2934.99 エロピプラゾール elopiprazole

2934.99 オンタゾラスト ontazolast

2934.99 カペシタビン capecitabine

2934.99 キサノメリン xanomeline

2934.99 グレンバスタチン glenvastatin

2934.99 セチパファント setipafant

2934.99 ゾラサルタン zolasartan

2934.99 タザロテン tazarotene

2934.99 ダリフェナシン darifenacin

2934.99 ダルシドミン darsidomine

2934.99 デキスペメドラク dexpemedolac

2934.99 ナピタン napitane

2934.99 ネチブジン netivudine

2934.99 パジナクロン pazinaclone

2934.99 パズフロキサシン pazufloxacin

2934.99 バチマスタット batimastat

2934.99 パナメシン panamesine

2934.99 プルリフロキサシン prulifloxacin

2934.99 ベルピパム berupipam

2934.99 ホジブジンチドキシル fozivudine tidoxil

2934.99 モファロテン mofarotene

2934.99 ラフチジン lafutidine

2934.99 レピルジン lepirudin

2934.99 レボセモチアジル levosemotiadil

2934.99 レボルメロキシフェン levormeloxifene

2934.99 ロセパファント rocepafant

2935.00 エルセンチリド ersentilide

2935.00 ザフィルルカスト zafirlukast

2935.00 サプリサルタン saprisartan

2935.00 サミキソグレル samixogrel

2935.00 スサリモド susalimod

2935.00 チロフィバン tirofiban

2935.00 デラビルジン delavirdine

2935.00 デレクァミン delequamine

2935.00 ドミトロバン domitroban

2935.00 トラフェントリン tolafentrine

2935.00 ナプサガトラン napsagatran

2935.00 ヌパファント nupafant

2935.00 ボセンタン bosentan

2935.00 ラマトロバン ramatroban

2935.00 レキシパファント lexipafant

2940.00 セプリロース seprilose

3507.90 イミグルセラーゼ imiglucerase

3507.90 ドルナーゼアルファ dornase alfa

3507.90 ナテプラーゼ nateplase

3507.90 ペゴルゴテイン pegorgotein

3507.90 モンテプラーゼ monteplase

3507.90 レジスマーゼ ledismase

3911.90 コレスチラン colestilan

3911.90 塩化ポリキセトニウム polixetonium chloride

3913.90 セルトパリンナトリウム certoparin sodium
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号(Sub-heading) 品名 Description
3913.90 ベタシゾフィラン betasizofiran

3913.90 ミノルテパリンナトリウム minolteparin sodium

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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