付表ⅣB

完成品である医薬の製造に用いられるその他の産品（１回目の見直しによる追加）
Annex ⅣB Additional Products Used for the Manufacture of Finished Pharmaceutical Products
(Additions by the first review)

号(Sub-heading)
2843.30
2903.69
2903.69
2906.29
2907.29
2909.50
2914.40
2914.50
2914.50

2914.70

2915.39
2915.90
2916.39
2917.19
2917.19
2917.39
2918.13
2918.19
2918.19
2918.29
2918.30
2918 30
2918.30
2918.30
2918.30
2918.30
2918.90
2918.90
2918.90
2921.19
2921.59
2922.19
2922.19
2922.39
2922.39
2922.49
2922.49
2922.49
2922.49
2922.49
2922.49

品 名

Description

(アルファ-D-グルコピラノシルチオ)金
1-クロロ-2-(クロロジフェニルメチル)ベンゼン
アルファ,4-ジブロモ-2-フルオロトルエン
2-[(1S,2R)-6-フルオロ-2-ヒドロキシ-1-イソプロピ
ル-1,2,3,4-テトラヒドロ-2-ナフチル]エチル p-ト
ルエンスルホナート
2,3,5-トリメチルヒドロキノン
4-[2-(シクロプロピルメトキシ)エチル]フェノール
11-アルファ-ヒドロキシプレグン-4-エン-3,20-ジオ
ン
5,6-ジメトキシインダン-1-オン
9-ベータ,11-ベータ-エポキシ-17,21-ジヒドロキシ16-アルファ-メチルプレグナ-1,4-ジエン-3,20-ジオ
ン
21-クロロ-9-ベータ,11-ベータ-エポキシ-17-ヒドロ
キ シ -16- ア ル フ ァ - メ チ ル プ レ グ ナ -1,4- ジ エ ン 3,20-ジオン
20-オキソプレグナ-5,16-ジエン-3-ベータ-イルアセ
タート
ペンチル クロロホルマート
トランス-4-(p-クロロフェニル)シクロヘキサンカル
ボン酸
(E)-オクト-4-エン-1,8-二酸
トリエチル 3-ブロモプロパン-1,1,1-トリカルボキ
シラート
インダン-5-イル ヒドロゲン フェニルマロナート
ジベンゾイル-L-酒石酸
エチル DL-マンデラート
{(1R,3R,5S)-3,5-ジヒドロキシ-2-[(E)-(3S)-3-ヒド
ロキシオクト-1-エニル]シクロペンチル}酢酸
3-クロロホルミル-o-トリル アセタート
(R)-2-(3-ベンゾイルフェニル)プロピオン酸
(RS) 2 (3 ベンゾイルフ ニル)プロピオン酸
(RS)-2-(3-ベンゾイルフェニル)プロピオン酸
3-[(3aS,4S,7aS)-7a-メチル-1,5-ジオキソオクタヒ
ドロ-1H-インデン-4-イル]プロピオン酸
エチル 7-クロロ-2-オキソヘプタノアート
メチル 2-(3-ニトロベンジリデン)-3-オキソブチ
ラート
(RS)-2-(6-メトキシ-2-ナフチル)プロピオン酸
メチル(2R,3S)-2,3-エポキシ-3-(4-メトキシフェニ
ル)プロピオナート
メチル 7-[(3RS)-3-ヒドロキシ-5-オキソシクロペ
ント-1-エニル]ヘプタノアート
(2-クロロエチル)ジイソプロピルアミン ヒドロク
ロリド
N,N'-ジベンジルエチレンジアンモニウム ジ(アセ
タート)
(1S,2R)-1-アミノインダン-2-オール
4'-[2-(ジメチルアミノ)エトキシ]-2-フェニルブチ
ロフェノン
(S)-5-アミノ-2-(ジベンジルアミノ)-1,6-ジフェニ
ルヘキス-4-エン-3-オン
2-アミノ-5-クロロ-2'-フルオロベンゾフェノン
(-)-アルファ-(クロロホルミル)ベンジルアンモニウ
ム クロリド
2-(N-メチルベンジルアミノ)エチル 3-アミノブト2-エノアート
3-(4-ニトロフェニル)-L-アラニン
5-アミノ-2,4,6-トリヨードイソフタロイルジクロリ
ド
ベンジル L-アラニナート--p-トルエンスルホン酸
(1:1)
メチル(4-ニトロフェニル)-L-アラニナート

(alpha-D-glucopyranosylthio)gold
1-chloro-2-(chlorodiphenylmethyl)benzene
alpha,4-dibromo-2-fluorotoluene
2-[(1S,2R)-6-fluoro-2-hydroxy-1-isopropyl1,2,3,4-tetrahydro-2-naphthyl]ethyl ptoluenesulfonate
2,3,5-trimethylhydroquinone
4-[2-(cyclopropylmethoxy)ethyl]phenol
11-alpha-hydroxypregn-4-ene-3,20-dione

財）日本関税協会

-1-

5,6-dimethoxyindan-1-one
9-beta,11-beta-epoxy-17,21-dihydroxy-16alpha-met hylpregna-1,4-diene-3,20-dione
21-chloro-9-beta,11-beta-epoxy-17-hydroxy-16alpha-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione
20-oxopregna-5,16-dien-3-beta-yl acetate
pentyl chloroformate
trans-4-(pchlorophenyl)cyclohexanecarboxylicacid
(E)-oct-4-ene-1,8-dioic acid
triethyl 3-bromopropane-1,1,1-tricarboxylate
indan-5-yl hydrogen phenylmalonate
dibenzoyl-L-tartaric acid
ethyl DL-mandelate
{(1R,3R,5S)-3,5-dihydroxy-2-[(E)-(3S)-3hydroxyoct-1-enyl]cyclopentyl}acetic acid
3-chloroformyl-o-tolyl acetate
(R)-2-(3-benzoylphenyl)propionic acid
(RS) 2 (3 benzoylphenyl)propionic acid
(RS)-2-(3-benzoylphenyl)propionic
3-[(3aS,4S,7aS)-7a-methyl-1,5-dioxooctahydro1H-inden-4-yl]propionic acid
ethyl 7-chloro-2-oxoheptanoate
methyl2-(3-nitrobenzylidene)-3-oxobutyrate
(RS)-2-(6-methoxy-2-naphthyl)propionic acid
methyl(2R,3S)-2,3-epoxy-3-(4-methoxyphenyl)
propionate
methyl 7-[(3RS)-3-hydroxy-5-oxocyclopent-1enyl] heptanoate
(2-chloroethyl)diisopropylamine hydrochloride
N,N'-dibenzylethylenediammonium di(acetate)
(1S,2R)-1-aminoindan-2-ol
4'-[2-(dimethylamino)ethoxy]-2phenylbutyrophenone
(S)-5-amino-2-(dibenzylamino)-1,6-diphenylhex4-en-3-one
2-amino-5-chloro-2'-fluorobenzophenone
(-)-alpha-(chloroformyl)benzylammonium chloride
2-(N-methylbenzylamino)ethyl 3-aminobut-2enoate
3-(4-nitrophenyl)-L-alanine
5-amino-2,4,6-triiodoisophthaloyl dichloride
benzyl L-alaninate--p-toluenesulfonic acid(1:1)
methyl(4-nitrophenyl)-L-alaninate

ＷＴＯ協定の日本国の譲許表の
附属書（医療品関係）付表ⅣB

号(Sub-heading)
2924.19
2924.19

2924.29
2924.29
2924.29
2924.29
2924.29
2924.29
2924.29
2924.29
2924.29
2925.19
2925.19

2925.19
2926.90
2926.90
2926.90
2928.00
2930.90
2930.90
2930.90
2932.19
2932.29
2932.29

2932.29
2932.29
2932.29
2932.99
2932.99
2932.99
2932.99
2932.99
2932.99

品 名

Description

(2S)-2-アミノ-3-ヒドロキシ-N-ペンチルプロピオン
アミド--しゅう酸(1:1)
L-リシル-L-ロイシル-L-ロイシル-L-ロイシル-L-ロ
イシル-L-リシル-L-ロイシル-L-ロイシル-L-ロイシ
ル-L-ロイシル-L-リシル-L-ロイシル-L-ロイシル-Lロイシル-L-ロイシル-L-リシル-L-ロイシル-L-ロイ
シル-L-ロイシル-L-ロイシル-L-リシン
(2S,3S)-3-(三級ブトキシカルボニルアミノ)-2-ヒド
ロキシ-4-フェニル酪酸
2-[アルファ-(4-フルオロベンゾイル)ベンジル]-4メチル-3-オキソバレルアニリド
2-クロロ-N-[2-(2-クロロベンゾイル)-4-ニトロフェ
ニル]アセトアミド
3'-アセチル-4'-ヒドロキシブチルアニリド
N-(ベンジルオキシカルボニル)-L-バリン
メ チ ル (2R,3S)-3- ベ ン ズ ア ミ ド -2- ヒ ド ロ キ シ -3フェニルプロピオナート
三級ブチル[(1S,2S)-1-ベンジル-2,3-ジヒドロキシ
プロピル]カルバマート
三級ブチル[(1S,3S,4S)-4-アミノ-1-ベンジル-3-ヒ
ドロキシ-5-フェニルペンチル]カルバマート
三級ブチル{(S)-アルファ-[(S)-オキシラニル]フェ
ネチル}カルバマート
エチル (S)-3-(4-アミノフェニル)-2-フタリミドプ
ロピオナート ヒドロクロリド
エチル (S)-3-{4-[ビス(2-クロロエチル)アミノ]
フェニル}-2-フタリミドプロピオナートヒドロクロ
リド
メソ-N-ベンジル-3-ニトロシクロプロパン-1,2-ジカ
ルボキシミド
(Z)-(2-シアノビニル)トリメチルアンモニウム p-ト
ルエンスルホナート
4-(2,2,3,3-テトラフルオロプロポキシ)シンナモニ
トリル
エチル(1-シアノシクロヘキシル)アセタート
(Z)-[シアノ(2,3-ジクロロフェニル)メチレン]カル
バザミジン
N-(ベンジルオキシカルボニル)-S-フェニル-L-シス
テイン
ベンジル(1R,2S)-3-クロロ-2-ヒドロキシ-1-(フェニ
ルチオメチル)プロピルカルバマート
エチルN-{2-[(アセチルチオ)メチル]-3-(o-トリル)1-オキソプロピル}-L-メチオナート
アンモニウム(Z)-2-メトキシイミノ-2-(2-フリル)ア
セタート
(3aR,4R,5R,6aS)-4-ホルミル-2-オキソヘキサヒドロ
-2H-シクロペンタ[b]フラン-5-イル ベンゾアート
(3aR,4bS,4R,4aS,5aS)-4-(5,5-ジメチル-1,3-ジオキ
ソラン-2-イル)ヘキサヒドロシクロプロパ[3,4]シク
ロペンタ[1,2-b]フラン-2(3H)-オン

(2S)-2-amino-3-hydroxy-N-pentylpropionamide-oxalic acid(1:1)
L-lysyl-L-leucyl-L-leucyl-L-leucyl-L-leucyl-Llysyl-L-leucyl-L-leucyl-L-leucyl-L-leucyl-Llysyl-L-leucyl-L-leucyl-L-leucyl-L-leucyl-Llysyl-L-leucyl-L-leucyl-L-leucyl-L-leucyl-Llysine
(2S,3S)-3-(tert-butoxycarbonylamino)-2-hydroxy4-phenylbutyric acid
2-[alpha-(4-fluorobenzoyl)benzyl]-4-methyl-3oxovaleranilide
2-chloro-N-[2-(2-chlorobenzoyl)-4nitrophenyl]acetamide
3'-acetyl-4'-hydroxybutyranilide
N-(benzyloxycarbonyl)-L-valine
methyl(2R,3S)-3-benzamido-2-hydroxy-3phenylpropionate
tert-butyl[(1S,2S)-1-benzyl-2,3-dihydroxypropyl]
carbamate
tert-butyl[(1S,3S,4S)- 4-amino-1-benzyl-3hydroxy-5-phenylpentyl]carbamate
tert-butyl{(S)-alpha-[(S)oxiranyl]phenethyl}carbamate
ethyl(S)-3-(4-aminophenyl)- 2phthalimidopropionate hydrochloride
ethyl(S)-3-{4-[bis(2-chloroethyl)amino]phenyl}-2phthalimidopropionate hydrochloride

3-オキソプレグン-4-エン-21,17-アルファ-カルボラ
クトン
4'-デメチルエピポドフィロトキシン
アルファ-アセチル-ガンマ-ブチロラクトン
10-デアセチルバッカチンⅢ
2-アセトアミド-2-デオキシ-ベータ-D-グルコピラ
ノース
3,4-(メチレンジオキシ)フェノール
3-ベータ-ヒドロキシ-5-アルファ-スピロスタン-12オン
三級ブチル[(4R,6R)-6-(シアノメチル)-2,2-ジメチ
ル-1,3-ジオキソラン-4-イル]アセタート
トランス-6-アミノ-2,2-ジメチル-1,3-ジオキセパン
-5-オール

財）日本関税協会
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meso-N-benzyl-3-nitrocyclopropane-1,2dicarboximide
(Z)-(2-cyanovinyl)trimethylammonumptoluenesulfonate
4-(2,2,3,3-tetrafluoropropoxy)cinnamonitrile
ethyl(1-cyanocyclohexyl)acetate
(Z)-[cyano(2,3di hl
dichlorophenyl)methylene]carbazamidine
h l) th l ] b
idi
N-(benzyloxycarbonyl)-S-phenyl-L-cysteine
benzyl(1R,2S)-3-chloro-2-hydroxy-1(phenylthiomethyl)propylcarbamate
ethyl N-{2-[(acetylthio)methyl]3-(o-tolyl)-1oxopropyl}-L-methionate
ammonium(Z)-2-methoxyimino-2-(2-furyl)acetate
(3aR,4R,5R,6aS)-4-formyl-2-oxohexahydro-2Hcyclo penta[b]furan-5-yl benzoate
(3aR,4bS,4R,4aS,5aS)-4-(5,5-dimethyl-1,3dioxolan-2yl)hexahydrocyclopropa[3,4]cyclopenta[1,2b]furan-2(3H)-one
3-oxopregn-4-ene-21,17-alpha-carbolactone
4'-demethylepipodophyllotoxin
alpha-acetyl-gamma-butyrolactone
10-deacetylbaccatin Ⅲ
2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose
3,4-(methylenedioxy)phenol
3-beta-hydroxy-5-alpha-spirostan-12-one
tert-butyl[(4R,6R)-6-(cyanomethyl)- 2,2dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]acetate
trans-6-amino-2,2-dimethyl-1,3-dioxepan-5-ol

ＷＴＯ協定の日本国の譲許表の
附属書（医療品関係）付表ⅣB

号(Sub-heading)
2933.11
2933.19
2933.29
2933.39
2933.39
2933.39
2933.39
2933.39
2933.39
2933.39
2933.39
2933.39
2933.39
2933.39
2933.39
2933.39
2933.39
2933.39
2933.39
2933.39
2933 49
2933.49

2933.49

2933.49
2933.49
2933.49
2933.49
2933.49
2933.49
2933.49
2933.49
2933.59

品 名

Description

マグネシウム ビス[(2,3-ジヒドロ-1,5-ジメチル3-オキソ-2-フェニル-1H-ピラゾール-4-イル)メチル
アミノ]メタンスルホナート
3- ア ミ ノ ピ ラ ゾ ー ル -4- カ ル ボ キ サ ミ ド ヘ ミ ス ル
ファート
5-クロロ-1-メチル-4-ニトロイミダゾール
(RS)-2-[(1-ベンジル-4-ピペリジル)メチル]-5,6-ジ
メトキシインダン-1-オン
1-(2-ピリジル)-3-(ピロリジン-1-イル)-1-(p-トリ
ル)プロパン-1-オール
1-[2-(4-カルボキシフェノキシ)エチル]ピペリジニ
ウムクロリド
1-[2-(4-メトキシフェニル)エチル]-4-ピペリジルア
ミンジヒドロクロリド
1-メチル-1,2,5,6-テトラヒドロピリジン-3-カルバ
ルデヒド(E)-o-メチルオキシム ヒドロクロリド
2,2-ジフェニル-4-ピペリジノバレロニトリル
2-[(1-ベンジル-4-ピペリジル)メチレン]-5,6-ジメ
トキシインダン-1-オン
2-クロロ-3-ピリジルアミン
3-[2-(3-クロロフェニル)エチル]-2-ピリジル 1-メ
チル-4-ピペリジル ケトン ヒドロクロリド
3-[2-(3-クロロフェニル)エチル]ピリジン-2-カルボ
ニトリル
4-カルボキシ-4-フェニルピペリジニウム p-トルエ
ンスルホナート
5-(1-メチル-4-ピペリジル)-5H-ジベンゾ[a,d]シク
ロヘプテン-5-オール ヒドロクロリド
6-ブロモ-2-ピリジル p-トリル ケトン
8-クロロ-6,11-ジヒドロ-11-(1-メチル-4-ピペリジ
リデン)-5H-ベンゾ[5,6]シクロヘプタ[1,2-b]ピリジ
ン
N-(三級ブチル)-3-メチルピリジン-2-カルボキサミ
ド
ベンジル(2-ピリジル)アミン
キヌクリジン-3-オール
(3S 4 S 8 S) N (三級ブチル) 2 [(2S 3S) 2 ヒドロ
(3S,4aS,8aS)-N-(三級ブチル)-2-[(2S,3S)-2-ヒドロ
キシ-3-(3-ヒドロキシ-2-メチルベンズアミド)-4(フェニルチオ)ブチル]ペルヒドロイソキノリン-3カルボキサミド
(3S,4aS,8aS)-N-(三級ブチル)-2-[(2S,3S)-2-ヒドロ
キシ-3-(3-ヒドロキシ-2-メチルベンズアミド)-4(フェニルチオ)ブチル]ペルヒドロイソキノリン-3カルボキサミド--メタンスルホン酸(1:1)
(9S,13S,14S)-3-メトキシモルフィナンヒドロクロリ
ド
1-シクロプロピル-6,7-ジフルオロ-8-メトキシ-4-オ
キソ-1,4-ジヒドロキノリン-3-カルボン酸
3-[(E)-2-(7-クロロ-2-キノリル)ビニル]ベンズアル
デヒド
7-[3-(三級ブトキシカルボニルアミノ)ピロリジン1-イル]-8-クロロ-1-シクロプロピル-6-フルオロ-4オキソ-1,4-ジヒドロキノリン-3-カルボン酸
7-クロロ-1-シクロプロピル-6-フルオロ-4-オキソ1,4-ジヒドロキノリン-3-カルボン酸
ベンジ ル(1S,2S)-3-[(3S,4aS,8aS)-3-三級 ブチ ルカ
ルバモイルペルヒドロ-2-イソキノリル]-2-ヒドロキ
シ-1-(フェニルチオメチル)プロピルカルバマート
エチル 1-シクロプロピル-6,7-ジフルオロ-4-オキ
ソ-1,4-ジヒドロキノリン-3-カルボキシラート
ペンタメチレン ビス{3-[1-(3,4-ジメトキシベンジ
ル)-6,7-ジメトキシ-1,2,3,4-テトラヒドロ-2-イソ
キノリル]プロピオナート}--しゅう酸(1:2)
(2R,4S)-2-ベ ン ジ ル -5-[2-(三級 ブチ ルカ ルバ モイ
ル)-4-(3-ピリジルメチル)ピペラジン-1-イル]-4-ヒ
ド ロ キ シ -N-[(1S,2R)-2-ヒ ドロ キシ イン ダン -1-イ
ル]バレルアミド

magnesium bis [(2,3-dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo2-phenyl-1H- pyrazol-4yl)methylamino]methanesulfonate
3-aminopyrazole-4-carboxamide hemisulfate

財）日本関税協会

-3-

5-chloro-1-methyl-4-nitroimidazole
(RS)-2-[(1-benzyl-4-piperidyl)methyl]-5,6dimethoxyindan-1-one
1-(2-pyridyl)-3-(pyrrolidin-1-yl)-1-(ptolyl)propan-1-ol
1-[2-(4carboxyphenoxy)ethyl]piperidiniumchloride
1-[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]-4-piperidylamine
dihydrochloride
1-methyl-1,2,5,6-tetrahydropyridine-3carbaldehyde(E)-O-methyloxime hydrochloride
2,2-diphenyl-4-piperidinovaleronitrile
2-[(1-benzyl-4-piperidyl)methylene]-5,6dimethoxyindan-1-one
2-chloro-3-pyridylamine
3-[2-(3-chlorophenyl)ethyl]-2-pyridyl 1-methyl4-piperidyl ketone hydrochloride
3-[2-(3-chlorophenyl)ethyl]pyridine-2-carbonitrile
4-carboxy-4-phenylpiperidinium ptoluenesulfonate
5-(1-methyl-4-piperidyl)-5Hdibenzo[a,d]cyclohepten-5-ol hydrochloride
6-bromo-2-pyridyl p-tolyl ketone
8-chloro-6,11-dihydro-11-(1-methyl-4piperidylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2b]pyridine
N-(tert-butyl)-3-methylpyridine-2-carboxamide
benzyl(2-pyridyl)amine
quinuclidin-3-ol
(3S 4 S 8 S) N (t t b t l) 2 [(2S 3S) 2
(3S,4aS,8aS)-N-(tert-butyl)-2-[(2S,3S)-2hydroxy-3-(3-hydroxy-2-methylbenzamido)-4(phenylthio)butyl]perhydroisoquinoline-3carboxamide
(3S,4aS,8aS)-N-(tert-butyl)-2-[(2S,3S)-2hydroxy-3-(3-hydroxy-2-methylbenzamido)-4(phenylthio)butyl]perhydroisoquinoline-3carboxamide--methanesulfonic acid(1:1)
(9S,13S,14S)-3-methoxymorphinan hydrochloride
1-cyclopropyl-6,7-difluoro-8-methoxy-4-oxo1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
3-[(E)-2-(7-chloro-2-quinolyl)vinyl]benzaldehyde
7-[3-(tert-butoxycarbonylamino)pyrrolidin-1-yl]8-chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-1,4dihydroquinoline-3-carboxylic acid
7-chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-1,4dihydroquinoline-3-carboxylic acid
benzyl(1S,2S)-3-[(3S,4aS,8aS)-3-tertbutylcarbamoylperhydro-2-isoquinolyl]-2hydroxy-1-(phenylthiomethyl)propylcarbamate
ethyl 1-cyclopropyl-6,7-difluoro-4-oxo-1,4dihydroquinoline-3-carboxylate
pentamethylene bis{3-[1-(3,4-dimethoxybenzyl)6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-2isoquinolyl]propionate}--oxalic acid(1:2)
(2R,4S)-2-benzyl-5-[2-(tert-butylcarbamoyl)-4(3-pyridylmethyl)piperazin-1-yl]-4-hydroxy-N[(1S,2R)-2-hydroxyindan-1-yl]valeramide

ＷＴＯ協定の日本国の譲許表の
附属書（医療品関係）付表ⅣB

号(Sub-heading)
2933.59

2933.59
2933.59
2933.59
2933.59
2933.59
2933.59
2933.59
2933.59
2933.59
2933.59
2933.59
2933.59
2933.59
2933.59
2933.59
2933.59
2933.59
2933.59
2933.59
2933.59
2933.59
2933.59
2933.69
2933.79
2933.79
2933.79

2933.79
2933.79
2933.99

2933.99
2933.99
2933.99
2933.99

品 名

Description

(2R,4S)-2-ベ ン ジ ル -5-[2-(三級 ブチ ルカ ルバ モイ
ル)-4-(3-ピリジルメチル)ピペラジン-1-イル]-4-ヒ
ド ロ キ シ -N-[(1S,2R)-2-ヒ ドロ キシ イン ダン -1-イ
ル]バレルアミド スルファート
(3S)-1-(三級ブトキシカルボニル)-3-(三級ブチルカ
ルバモイル)ピペラジン
(7RS,9aRS)-ペルヒドロピリド[1,2-a]ピラジン-7-イ
ルメタノール
1,3-ジクロロ-6,7,8,9,10,12-ヘキサヒドロアゼピノ
[2,1-b]キナゾリン ヒドロクロリド
1-(2,3-ジクロロフェニル)ピペラジン ヒドロクロ
リド
1-(2-クロロフェニル)ピペラジン ヒドロクロリド
1-(2-メトキシフェニル)ピペラジン
1-(2-メトキシフェニル)ピペラジン ヒドロクロリ
ド
1-(3-クロロフェニル)ピペラジン ヒドロクロリド
1-(4-フルオロフェニル)ピペラジンジ ヒドロクロ
リド
1-(o-トリル)ピペラジン ヒドロクロリド
1-フェニルピペラジニウム クロリド
2-[(2-アセトアミド-6-オキソ-6,9-ジヒドロ-1H-プ
リン-9-イル)メトキシ]エチル アセタート
2-[(2-アミノ-6-オキソ-1,6-ジヒドロ-9H-プリン-9イル)メトキシ]エチル N-(ベンジルオキシカルボニ
ル)-L-バリナート
2-アミノ-6-クロロプリン
2-エトキシ-5-フルオロピリミジン-4(1H)-オン
4-(ピペラジン-1-イル)-2,6-ビス(ピロリジン-1-イ
ル)ピリミジン
4-エ チ ル -2,3-ジ オ キ ソ ピ ペ ラ ジ ン -1-カ ル ボ ニ ル
クロリド
N-(9-アセチル-6-オキソ-6,9-ジヒドロ-1H-プリン2-イル)アセトアミド
シトシン
エチル(7-クロロ-2,4-ジオキソ-1,2,3,4-テトラヒド
ロキナゾリン 1 イル)アセタート
ロキナゾリン-1-イル)アセタート
イソプロピル[2-(ピペラジン-1-イル)-3-ピリジル]
アミン
プリン-6(1H)-オン
テトラヒドロ-2-メチル-3-チオキソ-1,2,4-トリアジ
ン-5,6-ジオン
(3R,4S)-3-ヒドロキシ-4-フェニルアゼチジン-2-オ
ン
(3S,4R)-3-[(R)-1-(三級ブチルジメチルシリロキシ)
エチル]-4-[(1R,3S)-3-メトキシ-2-オキソシクロヘ
キシル]アゼチジン-2-オン
1-{[(シクロヘキシルオキシ)カルボニル]オキシ}エ
チル 1-(1-ヒドロキシエチル)-5-メトキシ-2-オキ
ソ-1,2,5,6,7,8,8a,8b-オクタヒドロアゼト[2,1-a]
イソインドール-4-カルボキシラート
p-ニトロベンジル(2R,5R,6S)-6-[(R)-1-ヒドロキシ
エチル]-3,7-ジオキソ-1-アザビシクロ[3,2,0]ヘプ
タン-2-カルボキシラート
カリウム 1-(1-ヒドロキシエチル)-5-メトキシ-2オ キ ソ -1,2,5,6,7,8,8a,8b- オ ク タ ヒ ド ロ ア ゼ ト
[2,1-a]イソインドール-4-カルボキシラート
(E)-(+)-2-(2,4- ジ フ ル オ ロ フ ェ ニ ル )-1-{3-[4(2,2,3,3-テトラフルオロプロポキシ)スチリル]-1H1,2,4- ト リ ア ゾ ー ル -1- イ ル }-3-(1H-1,2,4-ト リ ア
ゾール-1-イル)プロパン-2-オール
(R)-2-(2,4-ジフルオロフェニル)-3-(1H-1,2,4-トリ
アゾール-1-イル)プロパン-1,2-ジオール
1,2,4-トリアゾロ[4,3-a]ピリジン-3(2H)-オン
1,4,7,10-テトラアザシクロドデカン-1,4,7-三酢酸
スルファート
1,4,7,10-テトラアゾニアシクロドデカン ビス(ス
ルファート)
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(2R,4S)-2-benzyl-5-[2-(tert-butylcarbamoyl)-4(3-pyridylmethyl)piperazin-1-yl]-4-hydroxy-N[(1S,2R)-2-hydroxyindan-1-yl]valeramide sulfate
(3S)-1-(tert-butoxycarbonyl)-3-(tert-butyl
carbamoyl)piperazine.
(7RS,9aRS)-perhydropyrido[1,2-a]pyrazin-7ylmethanol
1,3-dichloro-6,7,8,9,10,12-hexahydroazepino[2,1b]quinazolinehydrochloride
1-(2,3-dichlorophenyl)piperazine hydrochloride
1-(2-chlorophenyl)piperazine hydrochloride
1-(2-methoxyphenyl)piperazine
1-(2-methoxyphenyl)piperazine hydrochloride
1-(3-chlorophenyl)piperazine hydrochloride
1-(4-fluorophenyl)piperazine dihydrochloride
1-(o-tolyl)piperazine hydrochloride
1-phenylpiperazinium chloride
2-[(2-acetamido-6-oxo-6,9-dihydro-1H-purin-9yl)methoxy]ethyl acetate
2-[(2-amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9yl)methoxy]ethyl N-(benzyloxycarbonyl)-Lvalinate
2-amino-6-chloropurine
2-ethoxy-5-fluoropyrimidin-4(1H)-one
4-(piperazin-1-yl)-2,6-bis(pyrrolidin-1yl)pyrimidine
4-ethyl-2,3-dioxopiperazine-1-carbonyl chloride
N-(9-acetyl-6-oxo-6,9-dihydro-1H-purin-2yl)acetamide
cytosine
ethyl(7-chloro-2,4-dioxo-1,2,3,4tetrahydroquinazolin 1 yl)acetate
tetrahydroquinazolin-1-yl)acetate
isopropyl[2-(piperazin-1-yl)-3-pyridyl]amine
purin-6(1H)-one
tetrahydro-2-methyl-3-thioxo-1,2,4-triazine-5,6dione
(3R,4S)-3-hydroxy-4-phenylazetidin-2-one
(3S,4R)-3-[(R)-1-(tertbutyldimethylsilyloxy)ethyl]-4-[(1R,3S)-3methoxy-2-oxocyclohexyl]azetidin-2-one
1-{[(cyclohexyloxy)carbonyl]oxy}ethyl 1-(1hydroxyethyl)-5-methoxy-2-oxo1,2,5,6,7,8,8a,8b-octahydroazeto[2,1-a]isoindole4-carboxylate
p-nitrobenzyl(2R,5R,6S)-6-[(R)-1-hydroxyethyl]3,7-dioxo-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2carboxylate
potassium 1-(1-hydroxyethyl)-5-methoxy-2-oxo1,2,5,6,7,8,8a,8b-octahydroazeto[2,1-a]isoindole4-carboxylate
(E)-(+)-2-(2,4-difluorophenyl)-1-{3-[4-(2,2,3,3tetrafluoropropoxy)styryl]-1H-1,2,4-triazol-1-yl}3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol
(R)-2-(2,4-difluorophenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1yl)propane-1,2-diol
1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one
1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7-triacetic
acid sulfate
1,4,7,10-tetraazoniacyclododecane bis(sulfate)

ＷＴＯ協定の日本国の譲許表の
附属書（医療品関係）付表ⅣB

号(Sub-heading)
2933.99
2933.99
2933.99
2933.99
2933.99
2933.99
2933.99

2933.99
2933.99
2933.99
2933.99

2933.99
2933.99
2933.99
2933.99

2933.99

2933.99
2933.99
2933.99
2933.99
2933.99
2933.99
2933.99
2933.99
2933.99
2933.99
2933.99
2934.10
2934.10
2934.10

品 名

Description

1H-1,2,4-トリアゾール-3-カルボキサミド
1H-1,2,4-トリアゾール-3-カルボン酸
2',5-ジクロロ-2-(3-メチル-4H-1,2,4-トリアゾール
-4-イル)ベンゾフェノン
2',5-ジクロロ-2-[3-(ヒドロキシメチル)-5-メチル4H-1,2,4-トリアゾール-4-イル]ベンゾフェノン
2-(7-エチル-1H-インドール-3-イル)エタノール
2-ヨード-4-(1H-1,2,4-トリアゾール-1-イルメチル)
アニリン
3-[(S)-3-(L-アラニルアミノ)ピロリジン-1-イル]1-シクロプロピル-6-フルオロ-4-オキソ-1,4-ジヒド
ロ-1,8-ナフチリジン-3-カルボン酸 ヒドロクロリ
ド

1H-1,2,4-triazole-3-carboxamide
1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
2',5-dichloro-2-(3-methyl-4H-1,2,4-triazol-4yl)benzophenone
2',5-dichloro-2-[3-(hydroxymethyl)-5-methyl4H-1,2,4-triazol-4-yl]benzophenone
2-(7-ethyl-1H-indol-3-yl)ethanol
2-iodo-4-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)aniline
3-[(S)-3-(L-alanylamino)pyrrolidin-1-yl]-1cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydro-1,8naphthyridine-3-carboxylic acid hydrochloride

5-クロロ-2-(3-メチル-4H-1,2,4-トリアゾール-4-イ
ル)ベンゾフェノン
5-クロロ-2-[3-(ヒドロキシメチル)-5-メチル-4H1,2,4-トリアゾール-4-イル]ベンゾフェノン
5-エチル-4-(2-フェノキシエチル)-4H-1,2,4-トリア
ゾール-3(2H)オン
7-{(S)-3-[(S)-2-(三級ブトキシカルボニルアミノ)1-オキソプロピルアミノ]ピロリジン-1-イル}-1-シ
クロプロピル-6-フルオロ-4-オキソ-1,4-ジヒドロ1,8-ナフチリジン-3-カルボン酸
7-クロロ-1-シクロプロピル-6-フルオロ-4-オキソ1,4-ジヒドロ-1,8-ナフチリジン-3-カルボン酸
7-クロロ-5-(2-フルオロフェニル)-2-(ニトロメチレ
ン)-2,3-ジヒドロ-1H-1,4-ベンゾジアゼピン
7-クロロ-5-(2-フルオロフェニル)-3-メチル-2-(ニ
トロメチレン)-2,3-ジヒドロ-1H-1,4-ベンゾジアゼ
ピン 4-オキシド
8-クロロ-6-(2-フルオロフェニル)-1-メチル-3a,4ジヒドロ-3H-イミダゾ[1,5-a][1,4]ベンゾジアゼピ
ン
N-[(R)-2-({(R)-2-[(2-アダマンチルオキシカルボニ
ル)アミノ]-3-(1H-インドール-3-イル)-2-メチル-1オキソプロピル}アミノ)-1-フェニルエチル]スクシ
ナム酸--1-デオキシ-1-メチルアミノ-D-グルシトー
ル(1:1)

5-chloro-2-(3-methyl-4H-1,2,4-triazol-4yl)benzophenone
5-chloro-2-[3-(hydroxymethyl)-5-methyl-4H1,2,4-triazol-4-yl]benzophenone
5-ethyl-4-(2-phenoxyethyl)-4H-1,2,4-triazol3(2H)-one
7{(S)-3-[(S)-2-(tert-butoxycarbonylamino)-1oxopropylamino]pyrrolidin-1-yl}-1-cyclopropyl-6fluoro-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3carboxylic acid
7-chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-1,4dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid
7-chloro-5-(2-fluorophenyl)-2-(nitromethylene)2,3-dihydro-1H-1,4-benzodiazepine
7-chloro-5-(2-fluorophenyl)-3-methyl-2(nitromethylene)-2,3-dihydro-1H-1,4benzodiazepine 4-oxide
8-chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-3a,4dihydro-3H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine

[7-クロロ-5-(2-フルオロフェニル)-2,3-ジヒドロ1H-1,4-ベンゾジアゼピン-2-イル]メチルアミン
[7-クロロ-5-(2-フルオロフェニル)-2,3-ジヒドロ1H-1,4-ベンゾジアゼピン-2-イルメチル]アンモニウ
ム ビス(マレアート)
ジメチル{2-[5-(1H-1,2,4-トリアゾール-1-イルメチ
ル)インドール-3-イル]エチル}アミン
エチル 1H-テトラゾール-5-カルボキシラート,ナト
リウム塩
エチル [3-(シアノメチル)-4-オキソ-3,4-ジヒドロ
フタラジン-1-イル]アセタート
イソプロピル 2,3-ジヒドロ-1H-ピロリジン-1-カル
ボキシラート
メチル 1H-1,2,4-トリアゾール-3-カルボキシラー
ト
三級ブチル メソ-3-アザビシクロ[3,1,0]ヘキス-6イルカルバマート
三級ブチル [(RS)-ピロリジン-3-イル]カルバマー
ト
三級ブチル {(S)-1-メチル-2-オキソ-2-[(S)-ピロ
リジン-3-イルアミノ]エチル}カルバマート
トランス-4-ヒドロキシ-1-(4-ニトロベンジルオキシ
カルボニル)-L-プロリン
(Z)-2-(2-アミノチアゾール-4-イル)-2-メトキシイ
ミノ酢酸
(Z)-2-[2-( ク ロ ロ ア セ ト ア ミ ド ) チ ア ゾ ー ル -4- イ
ル]-2-(メトキシイミノ)酢酸
(Z)-2-メトキシイミノ-2-[2-(トリチルアミノ)チア
ゾール-4-イル]酢酸

[7-chloro-5-(2-fluorophenyl)-2,3-dihydro-1H1,4-benzodiazepin-2-yl]methylamine
[7-chloro-5-(2-fluorophenyl)-2,3-dihydro-1H1,4-benzodiazepin-2-ylmethyl]ammonium
bis(maleate)
dimethyl{2-[5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)indol3-yl]ethyl}amine
ethyl 1H-tetrazole-5-carboxylate,sodium salt
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N-[(R)-2-({(R)-2-[(2adamantyloxycarbonyl)amino]-3-(1H-indol-3-yl)2-methyl-1-oxopropyl}amino)-1phenylethyl]succinamic acid--1-deoxy-1methylamino-D-glucitol(1:1)

ethyl[3-(cyanomethyl)-4-oxo-3,4dihydrophthalazin-1-yl]acetate
isopropyl 2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1carboxylate
methyl 1H-1,2,4-triazole-3-carboxylate
tert-butyl meso-3-azabicyclo[3.1.0]hex-6ylcarbamate
tert-butyl[(RS)-pyrrolidin-3-yl]carbamate
tert-butyl{(S)-1-methyl-2-oxo-2-[(S)-pyrrolidin3-ylamino]ethyl}carbamate
trans-4-hydroxy-1-(4-nitrobenzyloxycarbonyl)-Lproline
(Z)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2methoxyiminoaceticacid
(Z)-2-[2-(chloroacetamido)thiazol-4-yl]-2(methoxyimino)acetic acid
(Z)-2-methoxyimino-2-[2-(tritylamino)thiazol-4yl]acetic acid

ＷＴＯ協定の日本国の譲許表の
附属書（医療品関係）付表ⅣB

号(Sub-heading)
2934.10
2934.10
2934.10
2934.10
2934.10
2934.10
2934.10
2934.10
2934.10

2934.10
2934.20
2934.20
2934.99
2934.99
2934.99
2934.99
2934 99
2934.99
2934.99

2934.99
2934.99
2934.99
2934.99
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2934.99
2934.99
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品 名

Description

1-{4-[(2-シアノエチル)チオメチル]チアゾール-2イル}グアニジン
2-[4-(2-アミノ-4-オキソ-4,5-ジヒドロチアゾール5-イルメチル)フェノキシメチル]-2,5,7,8-テトラメ
チルクロマン-6-イル アセタート
2-グアニジノチアゾール-4-イルメチル カルバミミ
ドチオアート ジヒドロクロリド
4-ニトロフェニル チアゾール-5-イルメチルカルボ
ナート ヒドロクロリド
N-[2-イソプロピルチアゾール-4-イルメチル(メチ
ル)カルバモイル]-L-バリン
エチル (Z)-2-(2-アミノチアゾール-4-イル)-2-(メ
トキシイミノ)アセタート
エチル 2-(ヒドロキシイミノ)-2-[2-(トリチルアミ
ノ)チアゾール-4-イル]アセタート ヒドロクロリド
チアゾール-5-イルメタノール
チアゾール-5-イルメチル(1S,2S,4S)-1-ベンジル-2ヒドロキシ-4-{(2S)-2-[3-(2-イソプロピルチアゾー
ル-4-イルメチル)-3-メチルウレイド]-3-メチルブチ
ルアミド}-5-フェニルペンチルカルバマート
{5-[(Z)-3,5-ジ(三級ブチル)-4-ヒドロキシベンジリ
デン]-4-オキソ-4,5-ジヒドロチアゾール-2-イル}ア
ンモニウム メタンスルホナート
1-(1,2-ベンズイソチアゾール-3-イル)ピペラジン
ヒドロクロリド
S-(ベンゾチアゾール-2-イル)(Z)-2-(2-アミノチア
ゾール-4-イル)-2-メトキシイミノチオアセタート
(1R,2S,3S,6R)-[(S)-1-フェニルエチル]-3,6-エポキ
シテトラヒドロフタリミド
(1R,2S,5R)-メンチル(2R,5R)-5-ヒドロキシ-1,3-オ
キサチオラン-2-カルボキシラート
(1R,2S,5R)-メンチル(2R,5S)-5-(4-アミノ-2-オキソ
-1,2-ジヒドロピリミジン-1-イル)-1,3-オキサチオ
ラン-2-カルボキシラート
(2S,3S)-3- ヒ ド ロ キ シ -2-(4- メ ト キ シ フ ェ ニ ル )2,3-ジヒドロ-1,5-ベンゾチアゼピン-4(5H)-オン
(4R 5R)-2-(ジクロロメチル)-4
(4R,5R)
2 (ジクロロメチル) 4,55-ジヒドロ-5-(4-メ
ジヒドロ 5 (4 メ
シルフェニル)オキサゾール-4-イルメタノール
(4R,6R)-6-{2-[2-(4-フルオロフェニル)-5-イソプロ
ピル-3-フェニル-4-(フェニルカルバモイル)ピロー
ル-1-イル]エチル}-4-ヒドロキシテトラヒドロ-2Hピラン-2-オン
(4S,6S)-5,6-ジヒドロ-6-メチル-4H-チエノ[2,3-b]
チオピラン-4-オール 7,7-ジオキシド
(S)-4-(4-アミノベンジル)オキサゾリジン-2-オン
(S)-4-エチル-4-ヒドロキシ-7,8-ジヒドロ-1H-ピラ
ノ[3,4-f]インドリジン-3,6,10(4H)-トリオン
(S)-4-{[3-(2-ジメチルアミノエチル)-1H-インドー
ル-5-イル]メチル}オキサゾリジン-2-オン
(S)-N,N-ジメチル-[3-(2-チエニル)-3-(1-ナフチル
オキシ)プロピル]アミン--りん酸(1:1)
1-(1-{3-[2-(4-フルオロフェニル)-1,3-ジオキソラ
ン-2-イル]プロピル}-4-ピペリジル)-2,3-ジヒドロ1H-ベンズイミダゾール-2-チオン
1-ピペロニルピペラジン
2',3'-ジデオキシアデノシン
2-(2-アミノ-5-ニトロ-6-オキソ-1,6-ジヒドロピリ
ミジン-4-イル)-3-(3-チエニル)プロピオノニトリル
2-(ジクロロメチル)-4,5-ジヒドロ-5-(4-メシルフェ
ニル)オキサゾール-4-イルメタノール
2-アミノ-7-テニル-1,7-ジヒドロ-4H-ピロロ[2,3-d]
ピリミジン-4-オン ヒドロクロリド
2-シアノ-3-モルホリノアクリルアミド
2-{2-[4-(ジベンゾ[b,f][1,4]チアゼピン-11-イル)
ピペラジン-1-イル]エトキシ}エタノール
3'-O-メシルー5'-O-トリチルチミジン
3'-アジド-3'-デオキシ-5'-O-トリチルチミジン

1-{4-[(2-cyanoethyl)thiomethyl]thiazol-2yl}guanidine
2-[4-(2-amino-4-oxo-4,5-dihydrothiazol-5ylmethyl)phenoxymethyl]-2,5,7,8tetramethylchroman-6-yl acetate
2-guanidinothiazol-4-ylmethyl carbamimidothioate
dihydrochloride
4-nitrophenyl thiazol-5-ylmethyl carbonate
hydrochloride
N-[2-isopropylthiazol-4ylmethyl(methyl)carbamoyl]-L-valine
ethyl(Z)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2(methoxyimino)acetate
ethyl 2-(hydroxyimino)-2-[2-(tritylamino)thiazol4-yl]acetate hydrochloride
thiazol-5-ylmethanol
thiazol-5-ylmethyl(1S,2S,4S)-1-benzyl-2hydroxy-4-{(2S)-2-[3-(2-isopropylthiazol-4ylmethyl)-3-methylureido]-3-methylbutyramido}5-phenylpentylcarbamate
{5-[(Z)-3,5-di(tert-butyl)-4-hydroxybenzylidene]4-oxo-4,5-dihydrothiazol-2-yl} ammonium
methanesulfonate
1-(1,2-benzisothiazol-3-yl)piperazine
hydrochloride
S-(benzothiazol-2-yl)(Z)-2-(2-aminothiazol-4-yl)2-methoxyiminothioacetate
(1R,2S,3S,6R)-[(S)-1-phenylethyl]-3,6epoxytetrahydrophthalimide
(1R,2S,5R)-menthyl(2R,5R)-5-hydroxy-1,3oxathiolane-2-carboxylate
(1R,2S,5R)-menthyl(2R,5S)-5-(4-amino-2-oxo1,2-dihydropyrimidin-1-yl)-1,3-oxathiolane-2carboxylate
(2S,3S)-3-hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-2,3dihydro-1,5-benzothiazepin-4(5H)-one
(4R 5R)-2-(dichloromethyl)-4
(4R,5R)
2 (dichloromethyl) 4,55-dihydro-5-(4dihydro 5 (4
mesylphenyl)oxazol-4-ylmethanol
(4R,6R)-6-{2-[2-(4-fluorophenyl)-5-isopropyl-3phenyl-4-(phenylcarbamoyl)pyrrol-1-yl]ethyl}-4hydroxytetrahydro-2H-pyran-2-one
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(4S,6S)-5,6-dihydro-6-methyl-4H-thieno[2,3b]thiopyran-4-ol 7,7-dioxide
(S)-4-(4-aminobenzyl)oxazolidin-2-one
(S)-4-ethyl-4-hydroxy-7,8-dihydro-1Hpyrano[3,4-f]indolizine-3,6,10(4H)-trione
(S)-4-{[3-(2-dimethylaminoethyl)-1H-indol-5yl]methyl}oxazolidin-2-one
(S)-N,N-dimethyl-[3-(2-thienyl)-3-(1naphthyloxy)propyl]amine--phosphoric acid(1:1)
1-(1-{3-[2-(4-fluorophenyl)-1,3-dioxolan-2yl]propyl}-4-piperidyl)-2,3-dihydro-1Hbenzimidazole-2-thione
1-piperonylpiperazine
2',3'-dideoxyadenosine
2-(2-amino-5-nitro-6-oxo-1,6-dihydropyrimidin4-yl)-3-(3-thienyl)propiononitrile
2-(dichloromethyl)-4,5-dihydro-5-(4mesylphenyl)oxazol-4-ylmethanol
2-amino-7-thenyl-1,7-dihydro-4H-pyrrolo[2,3d]pyrimidin-4-one hydrochloride
2-cyano-3-morpholinoacrylamide
2-{2-[4-(dibenzo[b,f] [1,4] thiazepin-11yl)piperazin-1-yl]ethoxy} ethanol
3'-O-mesyl-5'-O-tritylthymidine
3'-azido-3'-deoxy-5'-O-tritylthymidine

ＷＴＯ協定の日本国の譲許表の
附属書（医療品関係）付表ⅣB

号(Sub-heading)
2934.99
2934.99
2934.99
2934.99
2934.99
2934.99
2934.99
2934.99
2934.99
2934.99
2934.99
2934.99
2934.99

2934.99

2934.99
2934.99
2934.99
2935.00
2935.00
2935.00
2935.00

2935.00
2940.00
3824.90
3824.90
3824.90

3824.90

3824.90

品 名

Description

3-(4-クロロ-1,2,5-チアジアゾール-3-イル)ピリジ
ン
3-(4-ヘキシルオキシ-1,2,5-チアジアゾール-3-イ
ル)-1-メチルピリジニウム ヨージド
3-イソプロポキシ-5-メトキシ-N-(1H-テトラゾール5-イル)ベンゾ[b]チオフェン-2-カルボキサミド
3-イソプロポキシ-5-メトキシ-N-(1H-テトラゾール5-イル)ベンゾ[b]チオフェン-2-カルボキサミド-1H-イミダゾール(1:1)
3-イソプロポキシ-5-メトキシ-N-(1H-テトラゾール5-イル)ベンゾ[b]チオフェン-2-カルボキサミド,ナ
トリウム塩
3-メチル-7-(フェニルアセトアミド)-3-セフェム-4カルボン酸
5'-O-トリチルチミジン
5-[(2-アミノエチル)アミノ]-2-(2-ジエチルアミノ
エチル)-2H-[1]ベンゾチオピラノ[4,3,2-cd]インダ
ゾール-8-オール
5-[(ベンゾフラン-2-イルカルボニル)アミノ]イン
ドール-2-カルボン酸
5-メチル-2-(2-ニトロアニリノ)チオフェン-3-カル
ボニトリル
6-[3-フルオロ-5-(4-メトキシテトラヒドロピラン4-イル)フェノキシメチル]-1-メチル-2-キノロン
6-メトキシ-2-(4-メトキシフェニル)ベンゾ[b]チオ
フェン
7-アミノ-3-[1-(スルホメチル)-1H-テトラゾール-5イルチオメチル]-3-セフェム-4-カルボン酸,ナトリ
ウム塩
N-{5-[(1,4-ジヒドロ-2-メチル-4-オキソキナゾリン
-6-イルメチル)メチルアミノ]-2-テノイル}-L-グル
タミン酸
アデノシン
ベンズヒドリル 3-ヒドロキシ-7-(フェニルアセト
アミド)セファム-4-カルボキシラート
オメガ-コノトキシンM
オメガ
ノトキ
VIIA
(4-アミノ-3-ヨードフェニル)-N-メチルメタンスル
ホンアミド
5-[(R)-(2-アミノプロピル)]-2-メトキシベンゼンス
ルホンアミド
5-メタンスルホンアミドインドール-2-カルボン酸
N-(5,6-ジヒドロ-6-メチル-2-スルファモイル-4H-チ
エノ[2,3-b]チオピラン-4-イル)アセトアミド7,7-ジ
オキシド
ナトリウム4-[2-(5-メチルピラジン-2-カルボキサミ
ド)エチル]ベンゼンスルホンアミド
1,2,3,5-テトラアセチル-ベータ-D-リボフラノース
(R)-6,7-ジメトキシ-2-メチル-1-(3,4,5-トリメトキ
シベンジル)-1,2,3,4-テトラヒドロイソキノリン-ジベンゾイル-L-酒石酸(1:1)
1,3-ビス(4-ニトロフェニル)ウレア--4,6-ジメチル
ピリミジン-2-オール(1:1)
遺伝子を組み換えた大腸菌の培地における発酵から
得た濃縮物(濃縮の中間段階にあ るも のに 限る 。)
で、人顆粒球、マクロファージコロニー形成刺激因
子を含有するもの(第30.02項の医薬品の製造に使用
するものに限る。)
遺伝子を組み換えた大腸菌の培地における発酵から
得た濃縮物(濃縮の中間段階にあ るも のに 限る 。)
で、人インターフェロンアルファ-2bを含有するもの
(第30.02項の医薬品の製造に使用するものに限る。)
ミクロモノスポラ・イニオエンシスの培地における
発酵から得た濃縮物(濃縮の中間段階にあるものに限
る。)で、抗生物質のシソマイシン(INN)及びネチル
マイシン(INN)の製造に使用するもの
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3-(4-chloro-1,2,5-thiadiazol-3-yl)pyridine
3-(4-hexyloxy-1,2,5-thiadiazol-3-yl)-1methylpyridinium iodide
3-isopropoxy-5-methoxy-N-(1H-tetrazol-5yl)benzo[b]thiophene-2-carboxamide
3-isopropoxy-5-methoxy-N-(1H-tetrazol-5yl)benzo[b]thiophene-2-carboxamide--1Himidazole(1:1)
3-isopropoxy-5-methoxy-N-(1H-tetrazol-5yl)benzo[b]thiophene-2-carboxamide, sodium salt
3-methyl-7-(phenylacetamido)-3-cephem-4carboxylic acid
5'-O-tritylthymidine
5-[(2-aminoethyl)amino]-2-(2-diethylaminoethyl)2H-[1]benzothiopyrano[4,3,2-cd]indazol-8-ol
5-[(benzofuran-2-ylcarbonyl)amino]indole-2carboxylic acid
5-methyl-2-(2-nitroanilino)thiophene-3carbonitrile
6-[3-fluoro-5-(4-methoxytetrahydropyran-4yl)phenoxymethyl]-1-methyl-2-quinolone
6-methoxy-2-(4methoxyphenyl)benzo[b]thiophene
7-amino-3-[1-(sulfomethyl)1H-tetrazol-5ylthiomethyl]-3-cephem-4-carboxylic acid,sodium
salt
N-{5-[(1,4-dihydro-2-methyl-4-oxoquinazolin-6ylmethyl)methylamino]-2-thenoyl}-L-glutamicacid
adenosine
benzhydryl 3-hydroxy-7(phenylacetamido)cepham-4-carboxylate
omega-conotoxin
g
M VIIA
(4-amino-3-iodophenyl)-Nmethylmethanesulfonamide
5-[(R)-(2-aminopropyl)]-2methoxybenzenesulfonamide
5-methanesulfonamidoindole-2-carboxylic acid
N-(5,6-dihydro-6-methyl-2-sulfamoyl-4Hthieno[2,3-b]thiopyran-4-yl)acetamide 7,7-dioxide
sodium4-[2-(5-methylpyrazine-2carboxamido)ethyl]benzenesulfonamide
1,2,3,5-tetraacetyl-beta-D-ribofuranose
(R)-6,7-dimethoxy-2-methyl-1-(3,4,5trimethoxybenzyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-dibenzoyl-L-tartaric acid(1:1)
1,3-bis(4-nitrophenyl)urea--4,6dimethylpyrimidin-2-ol(1:1)
Intermediate concentrate obtained from a
genetically-modified Escherichia coli fermentation
medium,containing human granulocyte-macrophage
colony-stimulating factor;for use in the
manufacture of medicaments of HS 3002
Intermediate concentrate obtained from a
genetically-modified Escherichia coli fermentation
medium,containing human interferon alpha-2b;for
use in the manufacture of medicaments of HS 3002
Intermediate concentrates obtained from a
Micromonospora inyoensis fermentation medium
used for the manufacture of the antibiotics
sisomicin(INN)and netilmicin(INN)

ＷＴＯ協定の日本国の譲許表の
附属書（医療品関係）付表ⅣB

号(Sub-heading)
3824.90

3824.90
3911.90
3913.90

品 名

Description

ミクロモノスポラ・プルプレアの培地における発酵
から得た濃縮物(濃縮の中間段階にあるものに限
る。)で、抗生物質の硫酸ゲンタマイシン(INNを有す
る有効成分の塩、エステル又は複合物(INNM))及びイ
セパマイシン(INN)の製造に使用するもの
エチル7-クロロ-2-オキソヘプタノアート(トルエン
溶液にしたものに限る。)
1,6-ヘキサンジアミン及び1,10-ジブロモデカンの重
合体
ダナパロイド ナトリウム
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Intermediate concentrates obtained from a
Micromonospora purpurea fermentation medium
used for the manufacture of the antibiotics
gentamicin sulfate(INNM)and isepamicin(INN)
ethyl 7-chloro-2-oxoheptanoate,in the form of
asolution in toluene
1,6-hexanediamine,polymer with 1,10dibromodecane
danaparoid sodium

ＷＴＯ協定の日本国の譲許表の
附属書（医療品関係）付表ⅣB

