
付表ⅠE　指定を受けた医薬品の有効成分（４回目の見直しによる追加）
Annex ⅠE Designated Pharmaceutical Active Ingredients（Additions by the forth review）

号(Sub-heading) 品　名 Description
2842.90 フェルマガート fermagate
2843.90 パデリポルフィン padeliporfin
2844.40 ヨードフィルト酸(123Ⅰ) iodofiltic acid (123I)
2904.10 エプロジサート eprodisate
2906.19 エロカルシトール elocalcitol
2909.30 テラメプロコール terameprocol
2916.19 ペレチノイン peretinoin
2916.39 タレンフルルビル tarenflurbil
2918.19 ベビリマト bevirimat
2919.00 ホスプロポホール fospropofol
2920.90 ナプロキスシノド naproxcinod
2921.19 トラミプロサート tramiprosate
2922.19 アフィモキシフェン afimoxifene
2922.19 ロナカレレト ronacaleret
2922.22 ファキセラドール faxeladol
2922.50 アミベグロン amibegron
2922.50 シナシグアト cinaciguat
2922.50 ファソベグロン fasobegron
2923.10 コリンフェノフィブラート choline fenofibrate
2924.29 アルバクロフェンプラカルビル arbaclofen placarbil
2924.29 ベドラドリン bedoradrine
2924.29 カリスバマート carisbamate
2924.29 エムリカサン emricasan
2924.29 エプロチロム eprotirome
2924.29 フィラテグラスト firategrast
2924.29 ガバペンチンエナカルビル gabapentin enacarbil
2924.29 インサイクリニド incyclinide
2924.29 インダンタドール indantadol
2924 29 レボミルナシプラン levomilnacipran2924.29 レボミルナシプラン levomilnacipran
2924.29 リスデキサンフェトアミン lisdexamfetamine
2924.29 ミルベテロール milveterol
2924.29 オンブラブリン ombrabulin
2924.29 セニカポク senicapoc
2925.19 ポマリドミド pomalidomide
2928.00 オレソキシム olesoxime
2928.00 シビフェン sivifene
2928.00 テコビリマト tecovirimat
2928.00 トセドスタット tosedostat
2928.00 ボリノスタット vorinostat
2929.90 パリホスファミド palifosfamide
2930.90 アプレミラスト apremilast
2930.90 カモブコール camobucol
2930.90 ダルセトラピブ dalcetrapib
2930.90 ダリナパルシン darinaparsin
2930.90 エレスクロモール elesclomol
2930.90 エルシブコール elsibucol
2930.90 エザチオスタット ezatiostat
2930.90 メテンケファリン metenkefalin
2930.90 モネパンテル monepantel
2930.90 オダナカチブ odanacatib
2930.90 サリラシブ salirasib
2930.90 スクシノブコール succinobucol
2930.90 チペルカスト tipelukast
2931.00 アムシラロテン amsilarotene
2932.19 エリブリン eribulin
2932.19 パフルアミジン pafuramidine
2932.29 オムトリプトリド omtriptolide
2932.99 アルテロラン arterolane
2932.99 カバジタキセル cabazitaxel
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号(Sub-heading) 品　名 Description
2932.99 セリバロン celivarone
2932.99 ダパグリフロジン dapagliflozin
2932.99 デキスネビボロール dexnebivolol
2932.99 ラロタキセル larotaxel
2932.99 レボネビボロール levonebivolol
2932.99 ミファムルチド mifamurtide
2932.99 バジメザン vadimezan
2933.19 エルトロンボパグ eltrombopag
2933.19 ニラキソスタット niraxostat
2933.19 パロバロテン palovarotene
2933.19 トトロンボパグ totrombopag
2933.29 カトラミラスト catramilast
2933.29 デミジトラズ demiditraz
2933.29 デュラネルミン dulanermin
2933.29 リキシセナチド lixisenatide
2933.29 ロリポルチド rolipoltide
2933.29 ベラフェルミン velafermin
2933.39 アルカフタジン alcaftadine
2933.39 アミファンプリジン amifampridine
2933.39 アナモレリン anamorelin
2933.39 アキシチニブ axitinib
2933.39 ベフィラドール befiradol
2933.39 ベトリキサバン betrixaban
2933.39 ダポリナド daporinad
2933.39 エンチノスタット entinostat
2933.39 ゴキサラプラジブ goxalapladib
2933.39 イミソパセムマンガン imisopasem manganese
2933.39 レバムロジピン levamlodipine
2933.39 レボナジフロキサシン levonadifloxacin
2933.39 ミガラスタット migalastat
2933 39 モテサニブ motesanib2933.39 モテサニブ motesanib
2933.39 パログレリル parogrelil
2933.39 ペキサセルホント pexacerfont
2933.39 ピマバンセリン pimavanserin
2933.39 ピトリサント pitolisant
2933.39 ロソナバント rosonabant
2933.39 タラナバント taranabant
2933.39 トロパンチオール tropantiol
2933.39 バピタジン vapitadine
2933.39 ボリナセリン volinaserin
2933.49 アルモレキサント almorexant
2933.49 バラマピモド balamapimod
2933.49 ベシフロキサシン besifloxacin
2933.49 エルビテグラビル elvitegravir
2933.49 フェロキン ferroquine
2933.49 インチキナチン intiquinatine
2933.49 ネモノキサシン nemonoxacin
2933.49 ネラチニブ neratinib
2933.49 オゼノキサシン ozenoxacin
2933.49 リラプラジブ rilapladib
2933.49 テザンパネル tezampanel
2933.49 ベリフラポン veliflapon
2933.59 アデルバシブ aderbasib
2933.59 アジピプロン adipiplon
2933.59 アログリプチン alogliptin
2933.59 バフェチニブ bafetinib
2933.59 ボスチニブ bosutinib
2933.59 カリプラジン cariprazine
2933.59 カソピタント casopitant
2933.59 セジラニブ cediranib
2933.59 セビパブリン cevipabulin
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号(Sub-heading) 品　名 Description
2933.59 ダヌセルチブ danusertib
2933.59 ダラプラジブ darapladib
2933.59 デュタカチブ dutacatib
2933.59 フィマサルタン fimasartan
2933.59 ホリチキソリン folitixorin
2933.59 リナグリプチン linagliptin
2933.59 マシテンタン macitentan
2933.59 ニロチニブ nilotinib
2933.59 オラパリブ olaparib
2933.59 オテナバント otenabant
2933.59 リオシグアト riociguat
2933.59 シタグリプチン sitagliptin
2933.59 ソトラスタウリン sotrastaurin
2933.59 タルマピモド talmapimod
2933.59 タロトレキシン talotrexin
2933.59 チカグレロル ticagrelor
2933.59 ビクリビロク vicriviroc
2933.69 イメグリミン imeglimin
2933.79 アプラビロク aplaviroc
2933.79 ブレメラノチド bremelanotide
2933.79 カルメグリプチン carmegliptin
2933.79 ドビチニブ dovitinib
2933.79 エリバキサバン eribaxaban
2933.79 イレパトリル ilepatril
2933.79 ミモペジル mimopezil
2933.79 オルベピタント orvepitant
2933.79 パマピモド pamapimod
2933.79 パキニモド paquinimod
2933.79 ペランパネル perampanel
2933.79 ロラピタント rolapitant
2933 79 セマガセスタット semagacestat2933.79 セマガセスタット semagacestat
2933.79 ボクロスポリン voclosporin
2933.99 アレプラシニン aleplasinin
2933.99 ボセプレビル boceprevir
2933.99 ブリバニブアラニナート brivanib alaninate
2933.99 デナグリプチン denagliptin
2933.99 デニブリン denibulin
2933.99 ジアプラシニン diaplasinin
2933.99 ジシテルチド disitertide
2933.99 エペチリモド epetirimod
2933.99 ファビピラビル favipiravir
2933.99 フロバガトラン flovagatran
2933.99 ゴロチモド golotimod
2933.99 ララゾチド larazotide
2933.99 ラロピプラント laropiprant
2933.99 ロルカセリン lorcaserin
2933.99 メログリプチン melogliptin
2933.99 オバトクラキス obatoclax
2933.99 パノビノスタット panobinostat
2933.99 ピラグリアチン piragliatin
2933.99 ピロナリジン pyronaridine
2933.99 ラベキシモド rabeximod
2933.99 ロチガプチド rotigaptide
2933.99 ルサラチド rusalatide
2933.99 ソフィガトラン sofigatran
2933.99 ソチリモド sotirimod
2933.99 テラプレビル telaprevir
2933.99 チガポチド tigapotide
2933.99 チプラシニン tiplasinin
2933.99 バビカセリン vabicaserin
2933.99 ベルナカラント vernakalant
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号(Sub-heading) 品　名 Description
2934.10 カパデノソン capadenoson
2934.10 ダサチニブ dasatinib
2934.10 イノリタゾン inolitazone
2934.10 イサブコナゾール isavuconazole
2934.10 塩化イサブコナゾニウム isavuconazonium chloride
2934.10 ロベグリタゾン lobeglitazone
2934.10 マナグリナトジアラネチル managlinat dialanetil
2934.10 マシチニブ masitinib
2934.10 ミラベグロン mirabegron
2934.10 ロサブリン rosabulin
2934.10 ソデルグリタザル sodelglitazar
2934.10 テネリグリプチン teneligliptin
2934.20 ベンタマピモド bentamapimod
2934.20 タラロゾール talarozole
2934.99 臭化アクリジニウム aclidinium bromide
2934.99 アドプラジン adoprazine
2934.99 アガトリモド agatolimod
2934.99 アレグリタザル aleglitazar
2934.99 アモリモゲンベピプラスミド amolimogene bepiplasmid
2934.99 アナセトラピブ anacetrapib
2934.99 アパデノソン apadenoson
2934.99 アピリモド apilimod
2934.99 アプリシタビン apricitabine
2934.99 アジルサルタン azilsartan
2934.99 アジルサルタンメドキソミル azilsartan medoxomil
2934.99 ベデロシン bederocin
2934.99 ベペルミノゲンペルプラスミド beperminogene perplasmid
2934.99 ベバシラニブ bevasiranib
2934.99 カペセロド capeserod
2934.99 カルフィルゾミブ carfilzomib
2934 99 セネルセン cenersen2934.99 セネルセン cenersen
2934.99 コネスタットアルファ conestat alfa
2934.99 クスチルセン custirsen
2934.99 デルクアンテル derquantel
2934.99 デキセルブシタビン dexelvucitabine
2934.99 ジロペチン dilopetine
2934.99 エドキサバン edoxaban
2934.99 エラシタラビン elacytarabine
2934.99 エスレボキセチン esreboxetine
2934.99 ホサルブジンチドキシル fosalvudine tidoxil
2934.99 ホサプレピタント fosaprepitant
2934.99 イボデュタント ibodutant
2934.99 イドラビオタパリヌキスナトリウム idrabiotaparinux sodium
2934.99 イメピトイン imepitoin
2934.99 イナカラント inakalant
2934.99 ランコブチド lancovutide
2934.99 ラパキスタット lapaquistat
2934.99 レンシプラジン lensiprazine
2934.99 リフィシグアト lificiguat
2934.99 リテニモド litenimod
2934.99 ミポメルセン mipomersen
2934.99 ネピデルミン nepidermin
2934.99 オマセタキシンメプコハク酸塩 omacetaxine mepesuccinate
2934.99 パルドプルノキス pardoprunox
2934.99 プラミコナゾール pramiconazole
2934.99 プレラデナント preladenant
2934.99 プリナベレル prinaberel
2934.99 クアルフロキシン quarfloxin
2934.99 ラデゾリド radezolid
2934.99 ラジプロジル radiprodil
2934.99 ラルテグラビル raltegravir
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号(Sub-heading) 品　名 Description
2934.99 レグレロル regrelor
2934.99 レトシバン retosiban
2934.99 リダホロリムス ridaforolimus
2934.99 ロミデプシン romidepsin
2934.99 ロピドクスウリジン ropidoxuridine
2934.99 サパシタビン sapacitabine
2934.99 サラカチニブ saracatinib
2934.99 シモタキセル simotaxel
2934.99 タリバビリン taribavirin
2934.99 テラチニブ telatinib
2934.99 トラベデルセン trabedersen
2934.99 トレランセリン trelanserin
2934.99 ベリモゲンアリプラスミド velimogene aliplasmid
2934.99 ビキダシン viquidacin
2934.99 ボツカリス votucalis
2934.99 ゾタロリムス zotarolimus
2935.00 アプリコキシブ apricoxib
2935.00 ベガセスタット begacestat
2935.00 ベリノスタット belinostat
2935.00 ブレカナビル brecanavir
2935.00 セボグリタザル cevoglitazar
2935.00 ドリナバント drinabant
2935.00 ギリプラジブ giripladib
2935.00 イビピナバント ibipinabant
2935.00 ラロムスチン laromustine
2935.00 炭酸ロデナフィル lodenafil carbonate
2935.00 マシルカスト masilukast
2935.00 マバコキシブ mavacoxib
2935.00 ミロデナフィル mirodenafil
2935.00 ネリバプタン nelivaptan
2935 00 ネスブビル nesbuvir2935.00 ネスブビル nesbuvir
2935.00 オグレミラスト oglemilast
2935.00 パゾパニブ pazopanib
2935.00 レラカチブ relacatib
2935.00 レサトルビド resatorvid
2935.00 タシスラム tasisulam
2935.00 ジボテンタン zibotentan
2940.00 カルボキシマルトース第二鉄 ferric carboxymaltose
2940.00 エタボン酸レモグリフロジン remogliflozin etabonate
2940.00 エタボン酸セルグリフロジン sergliflozin etabonate
3507.90 ブセリパーゼアルファ bucelipase alfa
3507.90 ペグロチカーゼ pegloticase
3507.90 ベラグルセラーゼアルファ velaglucerase alfa
3911.90 臭化アゾキシマー azoximer bromide

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います。
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