
付表ⅠD　指定を受けた医薬の有効成分（３回目の見直しによる追加）
Annex ⅠD Designated Pharmaceutical Active Ingredients（Additions by the third review）

号(Sub-heading) 品名 Description
2842.90 バンガタルシト vangatalcite
2843.90 エプタプラチン eptaplatin
2843.90 ミリプラチン miriplatin
2843.90 パドポルフィン padoporfin
2843.90 ピコプラチン picoplatin
2843.90 サトラプラチン satraplatin
2843.90 四硝酸トリプラチン triplatin tetranitrate

2844.40 ファノレソマブテクネチウム
(99m

Tc) technetium (99m Tc) fanolesomab

2844.40 ニトリドカードテクネチウム(
99m

Tc) technetium (99m Tc) nitridocade

2844.40 タカツズマブテトラキセタンイットリウム(
90
Y) yttrium (90 Y) tacatuzumab tetraxetan

2845.90 デュートルペリゾン deutolperisone
2846.90 ガドコレチン酸 gadocoletic acid
2846.90 ガドデンテラート gadodenterate
2846.90 ガドホスベセト gadofosveset
2846.90 ガドメリトール gadomelitol
2903.30 ペルフレキサン perflexane
2903.30 ペルフリソブタン perflisobutane
2903.30 ペルフルブタン perflubutane
2903.30 ペルフルトレン perflutren
2903.47 ペルフルブロデク perflubrodec
2906.19 ベコカルシジオール becocalcidiol
2906.19 イネカルシトール inecalcitol
2907.29 アルファトラジオール alfatradiol
2909.49 アトカルシトール atocalcitol
2909.49 フィスペミフェン fispemifene
2909.49 オスペミフェン ospemifene
2909.50 ソネクロザン soneclosan
2914.40 イロフルベン irofulven
2914.70 ネビカポン nebicapone
2915.90 アルンド酸 arundic acid
2916.39 ベキサロテン bexarotene
2918.19 イコムクレト icomucret
2918.19 テニバスタチン tenivastatin
2918.19 チソカルシタート tisocalcitate
2918.90 エタロシブ etalocib
2918.90 ゲムカベン gemcabene
2918.90 ナベグリタザル naveglitazar
2918.90 テサグリタザル tesaglitazar
2918.90 トラボプロスト travoprost
2921.30 ネラメキサン neramexane
2921.49 シナカルセト cinacalcet
2921.49 デルセミン delucemine
2921.49 レブメタンフェタミン levmetamfetamine
2922.19 エドロノカイン edronocaine
2922.19 エゾキシブチニン esoxybutynin
2922.19 フィンゴリモド fingolimod
2922.19 マンタベグロン mantabegron
2922.19 スカラミン squalamine
2922.19 タリベグロン talibegron
2922.19 テスミリフェン tesmilifene
2922.19 トロデュスケミン trodusquemine
2922.19 キシデカフルール xidecaflur
2922.29 ノロミロール nolomirole
2922.29 タペンタドール tapentadol
2922.29 テカルセト tecalcet
2922.39 エスケタミン esketamine
2922.49 エグルメタッド eglumetad
2922.49 イコフンギペン icofungipen
2922.49 ルミラコキシブ lumiracoxib
2922.49 ロベナコキシブ robenacoxib
2922.50 アキソマドール axomadol
2922.50 カロキセチン酸 caloxetic acid
2922.50 デスベンラファキシン desvenlafaxine
2922.50 エチレボドパ etilevodopa
2922.50 フェソテロジン fesoterodine
2922.50 ホスベセト fosveset
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号(Sub-heading) 品名 Description
2922.50 イサルマドール isalmadol
2922.50 メレボドパ melevodopa
2922.50 リトベグロン ritobegron
2922.50 ソラベグロン solabegron
2924.19 カルグルミン酸 carglumic acid
2924.19 テグリカル teglicar
2924.19 バルロセミド valrocemide
2924.29 アリスキレン aliskiren
2924.29 アミグルミド amiglumide
2924.29 アルホルモテロール arformoterol
2924.29 アキシチロム axitirome
2924.29 エファプロキシラール efaproxiral
2924.29 フラケファミド frakefamide
2924.29 イオシメノール iosimenol
2924.29 ラコサミド lacosamide
2924.29 ラドスチギル ladostigil
2924.29 ネボグラミン neboglamine
2924.29 オセルタミビル oseltamivir
2924.29 ラルフィナミド ralfinamide
2924.29 サフィナミド safinamide
2924.29 サルカプロジン酸 salcaprozic acid
2924.29 サルクロブジン酸 salclobuzic acid
2924.29 タビモレリン tabimorelin
2924.29 タセジナリン tacedinaline
2924.29 タラグルメタッド talaglumetad
2924.29 タルトブリン taltobulin
2924.29 トピルタミド topilutamide
2924.29 バラテグラスト valategrast
2925.20 アメルバント amelubant
2925.20 アニスペリムス anisperimus
2925.20 デルミチド delmitide
2925.20 オラネキシジン olanexidine
2925.20 ペラミビル peramivir
2926.90 シロミラスト cilomilast
2926.90 マニチムス manitimus
2926.90 ナミニジル naminidil
2926.90 テリフルノミド teriflunomide
2928.00 エプリバンセリン eplivanserin
2928.00 イスタロキシム istaroxime
2928.00 マリマスタット marimastat
2928.00 メルドニウム meldonium
2928.00 サルドモジド sardomozide
2928.00 セマピモド semapimod
2929.90 アバシミブ avasimibe
2929.90 バノキサントロン banoxantrone
2929.90 ジスフェントンナトリウム disufenton sodium
2930.90 アルモダフィニル armodafinil
2930.90 カンホスファミド canfosfamide
2930.90 デスメニノール desmeninol
2930.90 デクスチオプロニン dextiopronin
2930.90 エフルチミブ eflucimibe
2930.90 エソナリモド esonarimod
2930.90 エキシスリンド exisulind
2930.90 ペマグリタザル pemaglitazar
2930.90 リメポリド rimeporide
2930.90 タノマスタット tanomastat
2931.00 イブロリピム ibrolipim
2931.00 リダドロン酸 lidadronic acid
2932.19 ミラタキセル milataxel
2932.19 ロスタフロキシン rostafuroxin
2932.29 アレムシナール alemcinal
2932.29 アモトサレン amotosalen
2932.29 アスコルビン酸ガモレナート ascorbyl gamolenate
2932.29 ジセルモリド disermolide
2932.29 フィロコキシブ firocoxib
2932.29 フルオレセインリシコール fluorescein lisicol
2932.29 ミテムシナール mitemcinal
2932.29 ロフェコキシブ rofecoxib
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2932.29 セラメクチン selamectin
2932.99 アルテモチル artemotil
2932.99 アルテニモール artenimol
2932.99 カラベルサト carabersat
2932.99 デホスリモド defoslimod
2932.99 デクスブデゾニド dexbudesonide
2932.99 エンラセンタン enrasentan
2932.99 エスシタロプラム escitalopram
2932.99 フォンダパリヌクスナトリウム fondaparinux sodium
2932.99 イドラパリヌクスナトリウム idraparinux sodium
2932.99 イドロノキシル idronoxil
2932.99 リリミラスト lirimilast
2932.99 オミガピル omigapil
2932.99 オルタタキセル ortataxel
2932.99 オセモゾタン osemozotan
2932.99 オキセグリタザル oxeglitazar
2932.99 パクリタキセルセリバート paclitaxel ceribate
2932.99 ラメルテオン ramelteon
2932.99 チデンベルサト tidembersat
2932.99 トナベルサト tonabersat
2933.29 ビファルセプト bifarcept
2933.29 シプラリサント cipralisant
2933.29 ダピクレルミン dapiclermine
2933.29 ジボテルミンアルファ dibotermin alfa
2933.29 ドラニダゾール doranidazole
2933.29 エンフィレルミン emfilermin
2933.29 エンフビルチド enfuvirtide
2933.29 エプトテルミンアルファ eptotermin alfa
2933.29 エキセナチド exenatide
2933.29 ファドルミジン fadolmidine
2933.29 ファンプロニル fampronil
2933.29 フィパメゾール fipamezole
2933.29 イミダフェナシン imidafenacin
2933.29 ルスプルチド lusupultide
2933.29 メカセルミンリンファバート mecasermin rinfabate
2933.29 オルメサルタン olmesartan
2933.29 パリフェルミン palifermin
2933.29 レビマスタット rebimastat
2933.29 レピフェルミン repifermin
2933.29 センパラチド semparatide
2933.29 タデキニグアルファ tadekinig alfa
2933.29 チプリモチド tiplimotide
2933.39 アデカラント adekalant
2933.39 アルバメリン alvameline
2933.39 アルビモパン alvimopan
2933.39 アンクリビロック ancriviroc
2933.39 アリモクロモール arimoclomol
2933.39 アタザナビル atazanavir
2933.39 バミラスチン bamirastine
2933.39 バリキシバト barixibat
2933.39 ビラスチン bilastine
2933.39 カプラビリン capravirine
2933.39 カリコタミド caricotamide
2933.39 シペマスタット cipemastat
2933.39 クロベネチン crobenetine
2933.39 ダビガトラン dabigatran
2933.39 ダビガトランエテキシラート dabigatran etexilate
2933.39 デルサラジン dersalazine
2933.39 デスロラタジン desloratadine
2933.39 デクスランソプラゾール dexlansoprazole
2933.39 デクスメチルフェニダート dexmethylphenidate
2933.39 エカルシデン ecalcidene
2933.39 エラロフィバン elarofiban
2933.39 エンザスタウリン enzastaurin
2933.39 エゾメプラゾール esomeprazole
2933.39 エトリコキシブ etoricoxib
2933.39 エズロピタント ezlopitant
2933.39 フィデキサバン fidexaban
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2933.39 ギメラシル gimeracil
2933.39 イカリジン icaridin
2933.39 イフェランセリン iferanserin
2933.39 イラプラゾール ilaprazole
2933.39 インジブリン indibulin
2933.39 イプラバカイン ipravacaine
2933.39 イスプロニクリン ispronicline
2933.39 イトリグルミド itriglumide
2933.39 イツレリクス iturelix
2933.39 ラニセミン lanicemine
2933.39 レボランゾプラゾール levolansoprazole
2933.39 ロナファルニブ lonafarnib
2933.39 マラビロク maraviroc
2933.39 マロピタント maropitant
2933.39 ミグルスタット miglustat
2933.39 ミノパファント minopafant
2933.39 ネリスピルジン nerispirdine
2933.39 オタミキサバン otamixaban
2933.39 パリロデン paliroden
2933.39 ピペンドキシフェン pipendoxifene
2933.39 プラザレリクス prazarelix
2933.39 リモナバント rimonabant
2933.39 リバニクリン rivanicline
2933.39 セナゾダン senazodan
2933.39 ソリマスタット solimastat
2933.39 ソラフェニブ sorafenib
2933.39 スリナバント surinabant
2933.39 テバニクリン tebanicline
2933.39 テカステミゾール tecastemizole
2933.39 テナトプラゾール tenatoprazole
2933.39 テソフェンシン tesofensine
2933.39 チカロプリド ticalopride
2933.39 チムコダル timcodar
2933.39 トラキソプロジル traxoprodil
2933.39 バレニクリン varenicline
2933.39 バタラニブ vatalanib
2933.39 ボホピタント vofopitant
2933.39 ザナペジル zanapezil
2933.49 アリルセム alilusem
2933.49 塩化ガンタクリウム gantacurium chloride
2933.49 ガレノキサシン garenoxacin
2933.49 ラニキダル laniquidar
2933.49 メクリネルタント meclinertant
2933.49 オラムフロキサシン olamufloxacin
2933.49 パロスラン palosuran
2933.49 ペリチニブ pelitinib
2933.49 ピノカラント pinokalant
2933.49 ピタバスタチン pitavastatin
2933.49 プラドフロキサシン pradofloxacin
2933.49 シタマキン sitamaquine
2933.49 ソリフェナシン solifenacin
2933.49 タフェノキン tafenoquine
2933.49 タルネタント talnetant
2933.49 タリキダル tariquidar
2933.49 トルセトラピブ torcetrapib
2933.49 ゼランドパム zelandopam
2933.49 ゾニポリド zoniporide
2933.59 アラミホビル alamifovir
2933.59 アルバコナゾール albaconazole
2933.59 アンブリセンタン ambrisentan
2933.59 アバナフィル avanafil
2933.59 バリカチブ balicatib
2933.59 カドロフロキサシン cadrofloxacin
2933.59 カルダレト caldaret
2933.59 ダピビリン dapivirine
2933.59 ダルセンタン darusentan
2933.59 ダサンタフィル dasantafil
2933.59 デチビシクロビル detiviciclovir
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2933.59 ドフェキダル dofequidar
2933.59 ドニトリプタン donitriptan
2933.59 エミビリン emivirine
2933.59 エネカジン enecadin
2933.59 エンテカビル entecavir
2933.59 エルロチニブ erlotinib
2933.59 エスミルタザピン esmirtazapine
2933.59 エトラビリン etravirine
2933.59 エトリシグアト etriciguat
2933.59 ファルニダモール falnidamol
2933.59 フェロプレンタン feloprentan
2933.59 フィゴピタント figopitant
2933.59 ホロデシン forodesine
2933.59 イマチニブ imatinib
2933.59 イスピネシブ ispinesib
2933.59 レテプリニム leteprinim
2933.59 ロピナビル lopinavir
2933.59 ミダホテル midafotel
2933.59 ネツピタント netupitant
2933.59 オルセゲパント olcegepant
2933.59 オマシクロビル omaciclovir
2933.59 ピブロゼレシン pibrozelesin
2933.59 プレビトレキセド plevitrexed
2933.59 プララトレキサート pralatrexate
2933.59 プルバンセリン pruvanserin
2933.59 ラニレスタット ranirestat
2933.59 レバプラザン revaprazan
2933.59 リルピビリン rilpivirine
2933.59 サビポリド sabiporide
2933.59 セリシクリブ seliciclib
2933.59 タンデュチニブ tandutinib
2933.59 テノホビル tenofovir
2933.59 チビシクロビル tiviciclovir
2933.59 バロマシクロビル valomaciclovir
2933.59 バンデタニブ vandetanib
2933.59 ベスチピタント vestipitant
2933.59 ゾナムパネル zonampanel
2933.59 ゾスキダル zosuquidar
2933.69 ベモトリジノール bemotrizinol
2933.69 エプタピロン eptapirone
2933.69 オテラシル oteracil
2933.69 ポナズリル ponazuril
2933.79 アピキサバン apixaban
2933.79 ベキストステリド bexlosteride
2933.79 ブリバラセタム brivaracetam
2933.79 カルモテロール carmoterol
2933.79 シレンギチド cilengitide
2933.79 ダグルトリル daglutril
2933.79 デプレオチド depreotide
2933.79 エスゾピクロン eszopiclone
2933.79 エゼチミブ ezetimibe
2933.79 フリンドカルネル flindokalner
2933.79 ゲモパトリラト gemopatrilat
2933.79 インダカテロール indacaterol
2933.79 ラピステリド lapisteride
2933.79 ラキニモド laquinimod
2933.79 レナリドミド lenalidomide
2933.79 セレトラセタム seletracetam
2933.79 セマキサニブ semaxanib
2933.79 スニチニブ sunitinib
2933.79 タスキニモド tasquinimod
2933.79 チピファルニブ tipifarnib
2933.99 アルチニクリン altinicline
2933.99 アパジクオン apaziquone
2933.99 アタキマスト ataquimast
2933.99 アチルモチン atilmotin
2933.99 バゼドキシフェン bazedoxifene
2933.99 ベカンパネル becampanel
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2933.99 ビソクトリゾール bisoctrizole
2933.99 ボルテゾミブ bortezomib
2933.99 ブロスタリシン brostallicin
2933.99 カルコブトロール calcobutrol
2933.99 カプロモレリン capromorelin
2933.99 コニバプタン conivaptan
2933.99 クリダニモド cridanimod
2933.99 ダシノスタット dacinostat
2933.99 デフェラシロクス deferasirox
2933.99 デクストフィソパム dextofisopam
2933.99 ジルロタピド dirlotapide
2933.99 エコピパム ecopipam
2933.99 エドラチド edratide
2933.99 エニポリド eniporide
2933.99 エスリカルバゼピン eslicarbazepine
2933.99 フィンロゾール finrozole
2933.99 ホスフルコナゾール fosfluconazole
2933.99 ゲミフロキサシン gemifloxacin
2933.99 イクロカプチド icrocaptide
2933.99 インプリタピド implitapide
2933.99 イングリホリブ ingliforib
2933.99 ラソホキシフェン lasofoxifene
2933.99 レムテポルフィン lemuteporfin
2933.99 レボトフィソパム levotofisopam
2933.99 リカルバゼピン licarbazepine
2933.99 リコフェロン licofelone
2933.99 リナプラザン linaprazan
2933.99 リキシバプタン lixivaptan
2933.99 モテキサフィン motexafin
2933.99 モザバプタン mozavaptan
2933.99 モゼナビル mozenavir
2933.99 ネミフィチド nemifitide
2933.99 ノルトピキサントロン nortopixantrone
2933.99 オグルファニド oglufanide
2933.99 オミガナン omiganan
2933.99 オモシアニン omocianine
2933.99 オパビラリン opaviraline
2933.99 パクチミブ pactimibe
2933.99 パシレオチド pasireotide
2933.99 ペルジンホテル perzinfotel
2933.99 ピキサントロン pixantrone
2933.99 プレリキサホル plerixafor
2933.99 プラトサルタン pratosartan
2933.99 プマフェントリン pumafentrine
2933.99 ラファベグロン rafabegron
2933.99 レジキモド resiquimod
2933.99 ロスタポルフィン rostaporfin
2933.99 サキサグリプチン saxagliptin
2933.99 シロドシン silodosin
2933.99 ソブリドチン soblidotin
2933.99 ソラプラザン soraprazan
2933.99 スタンソポルフィン stannsoporfin
2933.99 スマニロール sumanirole
2933.99 タラボスタット talabostat
2933.99 タラポルフィン talaporfin
2933.99 タノギトラン tanogitran
2933.99 タシドチン tasidotin
2933.99 テガセロド tegaserod
2933.99 チフビルチド tifuvirtide
2933.99 トルバプタン tolvaptan
2933.99 トピキサントロン topixantrone
2933.99 トレタジカル tretazicar
2933.99 トリドルゴシル tridolgosir
2933.99 バレスプラジブ varespladib
2933.99 ベルテポルフィン verteporfin
2933.99 ビルダグリプチン vildagliptin
2933.99 キシメラガトラン ximelagatran
2933.99 ザボフロキサシン zabofloxacin
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2934.10 アコチアミド acotiamide
2934.10 塩化アラゲブリウム alagebrium chloride
2934.10 バラグリタゾン balaglitazone
2934.10 シルプレビル ciluprevir
2934.10 ダルブフェロン darbufelone
2934.10 デフェリトリン deferitrin
2934.10 エダグリタゾン edaglitazone
2934.10 フェブキソスタット febuxostat
2934.10 ミボチラート mivotilate
2934.10 ネトグリタゾン netoglitazone
2934.10 ラブコナゾール ravuconazole
2934.10 リザレスタット risarestat
2934.10 リボグリタゾン rivoglitazone
2934.10 シポグリタザル sipoglitazar
2934.10 テトミラスト tetomilast
2934.20 イゾンステリド izonsteride
2934.20 リドレスタット lidorestat
2934.20 ルラシドン lurasidone
2934.20 シベナデト sibenadet
2934.99 アバペリドン abaperidone
2934.99 アベチムス abetimus
2934.99 アコルビフェン acolbifene
2934.99 アダルギロイキンアルファ adargileukin alfa
2934.99 アドロゴリド adrogolide
2934.99 アリカホルセン alicaforsen
2934.99 アルボシジブ alvocidib
2934.99 アンドキソビル amdoxovir
2934.99 アプリンドル aplindore
2934.99 アプレピタント aprepitant
2934.99 アプリノカルセン aprinocarsen
2934.99 アラセルタコナゾール arasertaconazole
2934.99 アルデネルミン ardenermin
2934.99 アルテミホン artemifone
2934.99 アルゾキシフェン arzoxifene
2934.99 アセナピン asenapine
2934.99 アトラセンタン atrasentan
2934.99 バルシバン barusiban
2934.99 ベフェツピタント befetupitant
2934.99 ベミナフィル beminafil
2934.99 ビフェプルノクス bifeprunox
2934.99 ビノデノゾン binodenoson
2934.99 ブラキン bulaquine
2934.99 カネルチニブ canertinib
2934.99 カングレロル cangrelor
2934.99 セチリスタット cetilistat
2934.99 クロファラビン clofarabine
2934.99 コルラセタム coluracetam
2934.99 コリフォリトロピンアルファ corifollitropin alfa
2934.99 ダキサリプラム daxalipram
2934.99 デヌホゾール denufosol
2934.99 デペレスタット depelestat
2934.99 ジアニクリン dianicline
2934.99 ジカホゾール diquafosol
2934.99 ドラマピモド doramapimod
2934.99 エカランチド ecallantide
2934.99 エジホリギド edifoligide
2934.99 エドテカリン edotecarin
2934.99 エドトレオチド edotreotide
2934.99 エルブシタビン elvucitabine
2934.99 エルザゾナン elzasonan
2934.99 エンベコナゾール embeconazole
2934.99 エモデプシド emodepside
2934.99 エムトリシタビン emtricitabine
2934.99 エルチプロタフィブ ertiprotafib
2934.99 エベロリムス everolimus
2934.99 ファナパネル fanapanel
2934.99 ファンドセンタン fandosentan
2934.99 ファラムパトル farampator
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2934.99 ファルグリタザル farglitazar
2934.99 フィデュキソシン fiduxosin
2934.99 フィナフロキサシン finafloxacin
2934.99 ホスフルリジンチドキシル fosfluridine tidoxil
2934.99 フレセレスタット freselestat
2934.99 ガンスチグミン ganstigmine
2934.99 ガントフィバン gantofiban
2934.99 ゲフィチニブ gefitinib
2934.99 イクラプリム iclaprim
2934.99 イミグリタザル imiglitazar
2934.99 インジプロン indiplon
2934.99 インスリンデテミル insulin detemir
2934.99 イラムパネル irampanel
2934.99 イロキサナジン iroxanadine
2934.99 イサトリビン isatoribine
2934.99 イセガナン iseganan
2934.99 イスモムルチンアルファ ismomultin alfa
2934.99 ラニモスチム lanimostim
2934.99 ラパチニブ lapatinib
2934.99 レコノチド leconotide
2934.99 レコゾタン lecozotan
2934.99 レリジスチム leridistim
2934.99 レストールチニブ lestaurtinib
2934.99 リアテルミン liatermin
2934.99 ロメグアトリブ lomeguatrib
2934.99 ルバゾドン lubazodone
2934.99 ルリコナゾール luliconazole
2934.99 ルザペリドン lusaperidone
2934.99 マニファキシン manifaxine
2934.99 マリバビル maribavir
2934.99 メリメポジブ merimepodib
2934.99 ミドスタウリン midostaurin
2934.99 ミロコセプト mirococept
2934.99 ミトラタピド mitratapid
2934.99 ムブリチニブ mubritinib
2934.99 ムラグリタザル muraglitazar
2934.99 ナブリジン navuridine
2934.99 ネシリチド nesiritide
2934.99 オブリメルセン oblimersen
2934.99 オジパルシル odiparcil
2934.99 オルメサルタンメドキソミル olmesartan medoxomil
2934.99 オネルセプト onercept
2934.99 オペバカン opebacan
2934.99 パリペリドン paliperidone
2934.99 ペリグリタザル peliglitazar
2934.99 ペリトレキソール pelitrexol
2934.99 ピボセロド piboserod
2934.99 ピクロゾタン piclozotan
2934.99 ピメクロリムス pimecrolimus
2934.99 ピトラキンラ pitrakinra
2934.99 プリチデプシン plitidepsin
2934.99 ポサコナゾール posaconazole
2934.99 ポシゾリド posizolid
2934.99 プラルナカサン pralnacasan
2934.99 プラスグレル prasugrel
2934.99 プモセトラグ pumosetrag
2934.99 ラダファキシン radafaxine
2934.99 ラデキニル radequinil
2934.99 ラドテルミン radotermin
2934.99 ラガグリタザル ragaglitazar
2934.99 ラザキサバン razaxaban
2934.99 レガデノゾン regadenoson
2934.99 レグリタザル reglitazar
2934.99 リマカリブ rimacalib
2934.99 リバロキサバン rivaroxaban
2934.99 ロチゴチン rotigotine
2934.99 ルボキシスタウリン ruboxistaurin
2934.99 ルピントリビル rupintrivir
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2934.99 サラカリム sarakalim
2934.99 サリゾタン sarizotan
2934.99 セロデノゾン selodenoson
2934.99 シラメシン siramesine
2934.99 スフゴリクス sufugolix
2934.99 タダラフィル tadalafil
2934.99 タランパネル talampanel
2934.99 タナプロゲト tanaproget
2934.99 テカデノゾン tecadenoson
2934.99 テルベルミン telbermin
2934.99 テルビブジン telbivudine
2934.99 テムシロリムス temsirolimus
2934.99 テセタキセル tesetaxel
2934.99 テザシタビン tezacitabine
2934.99 トロンボモデュリンアルファ thrombomodulin alfa
2934.99 チフェナゾキシド tifenazoxide
2934.99 トクラデシン tocladesine
2934.99 トフィミラスト tofimilast
2934.99 トラプセル torapsel
2934.99 トルシタビン torcitabine
2934.99 トラベクテジン trabectedin
2934.99 トロキサシタビン troxacitabine
2934.99 ウリフロキサシン ulifloxacin
2934.99 ウピドシン upidosin
2934.99 バロピシタビン valopicitabine
2934.99 バルトルシタビン valtorcitabine
2934.99 ビラゾドン vilazodone
2935.00 アンプレナビル amprenavir
2935.00 アナチバント anatibant
2935.00 アプラタスタット apratastat
2935.00 アタシグアト ataciguat
2935.00 アボセンタン avosentan
2935.00 バタブリン batabulin
2935.00 セレコキシブ celecoxib
2935.00 シミコキシブ cimicoxib
2935.00 クラミカラント clamikalant
2935.00 クラゾセンタン clazosentan
2935.00 ダブザルグロン dabuzalgron
2935.00 ダルナビル darunavir
2935.00 デラコキシブ deracoxib
2935.00 エコプラジブ ecopladib
2935.00 エドネンタン edonentan
2935.00 エフィプラジブ efipladib
2935.00 ホスアンプレナビル fosamprenavir
2935.00 イグラチモド iguratimod
2935.00 インジスラム indisulam
2935.00 リトメグロビル litomeglovir
2935.00 ネベンタン nebentan
2935.00 パレコキシブ parecoxib
2935.00 プリノマスタット prinomastat
2935.00 レルコバプタン relcovaptan
2935.00 レパリキシン reparixin
2935.00 レピノタン repinotan
2935.00 ロスバスタチン rosuvastatin
2935.00 サタバプタン satavaptan
2935.00 シタキセンタン sitaxentan
2935.00 ソネピプラゾール sonepiprazole
2935.00 スラムセロド sulamserod
2935.00 タプリゾシン taprizosin
2935.00 テルトロバン terutroban
2935.00 テゾセンタン tezosentan
2935.00 チルマコキシブ tilmacoxib
2935.00 チプラナビル tipranavir
2935.00 トメグロビル tomeglovir
2935.00 トレセチリド trecetilide
2935.00 ウデナフィル udenafil
2935.00 バルデコキシブ valdecoxib
2935.00 バルデナフィル vardenafil
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2940.00 ビモシアモース bimosiamose
2940.00 ホスフルクトース fosfructose
2940.00 タフルポシド tafluposide
3504.00 硫酸プロタミン protamine sulfate
3507.90 アガルシダーゼアルファ agalsidase alfa
3507.90 アガルシダーゼベータ agalsidase beta
3507.90 アルフィメプラーゼ alfimeprase
3507.90 アルグルコシダーゼアルファ alglucosidase alfa
3507.90 アメジプラーゼ amediplase
3507.90 デスモテプラーゼ desmoteplase
3507.90 エパフィパーゼ epafipase
3507.90 ユーフォーセラーゼ eufauserase
3507.90 ガルスルファーゼ galsulfase
3507.90 グルカルピダーゼ glucarpidase
3507.90 イデュルスルファーゼ idursulfase
3507.90 ラロニダーゼ laronidase
3507.90 ナサルプラーゼベータ nasaruplase beta
3507.90 ランピルナーゼ ranpirnase
3507.90 ラスブリカーゼ rasburicase
3507.90 テネクテプラーゼ tenecteplase
3906.90 ムレレテカン mureletecan
3907.20 ペガカリスチム pegacaristim
3907.20 ペガプタニブ pegaptanib
3907.20 ペグフィルグラスチム pegfilgrastim
3907.20 ペグインターフェロンアルファ-2a peginterferon alfa-2a
3907.20 ペグインターフェロンアルファ-2b peginterferon alfa-2b
3907.20 ペグナルトグラスチム pegnartograstim
3907.20 ペグスネルセプト pegsunercept
3911.90 トレバマー tolevamer
3913.90 デリゴパリンナトリウム deligoparin sodium
3913.90 リバラパリンカルシウム livaraparin calcium
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