
付表ⅠC　指定を受けた医薬の有効成分（２回目の見直しによる追加）

号(Sub-heading) 品名 Description
2844.40 イオカンリド酸(

123
Ⅰ) iocanlidic acid (123 I)

2844.40 イオフルパン(
123

Ⅰ) ioflupane (123 I)

2844.40 イオメトパン(
123

Ⅰ) iometopane (123 I)

2844.40 メスピペロン(
11
C) mespiperone (11 C)

2844.40 レキシドロナムサマリウム(
153

Sm) samarium (153 Sm) lexidronam

2844.40 アプシチドテクネチウム(
99m

Tc) technetium (99m Tc) apcitide

2844.40 レフェツモマブメルペンタンテクネチウム
(99m

Tc) technetium (99mTc) nofetumomab merpentan

2844.40 ピンツモマブテクネチウム(
99m

Tc) technetium (99mTc) pintumomab

2906.19 パリカルシトール paricalcitol
2906.19 セオカルシトール seocalcitol
2914.40 ガナキソロン ganaxolone
2918.30 ペルビプロフェン pelubiprofen
2922.19 ルメファントリン lumefantrine
2922.19 ミプロキシフェン miproxifene
2922.19 テミベリン temiverine
2922.49 プレガバリン pregabalin
2922.50 エルダシミブ eldacimibe
2922.50 レボサルブタモール levosalbutamol
2922.50 メルアドリン meluadrine
2924.19 よう化オプラトニウム opratonium iodide
2924.19 シナプルチド sinapultide
2924.21 ドロキシナビル droxinavir
2924.29 アゴメラチン agomelatine
2924.29 デクロプラミド declopramide
2924.29 ラシナビル lasinavir
2924.29 ナテグリニド nateglinide
2924.29 ネパフェナク nepafenac
2924.29 ペキシガナン pexiganan
2924.29 レチガビン retigabine
2924.29 リバスチグミン rivastigmine
2925.19 エリナフィド elinafide
2925.19 ミナルレスタット minalrestat
2925.20 モキシルバント moxilubant
2925.20 タルギニン targinine
2925.20 トレスペリムス tresperimus
2925.20 キセミロフィバン xemilofiban
2926.90 アクレオザスト acreozast
2928.00 フィラミナスト filaminast
2928.00 ウペナジム upenazime
2930.90 カリポリド cariporide
2930.90 フドステイン fudosteine
2930.90 フルベストラント fulvestrant
2930.90 オラジポン orazipone
2932.19 フロミン furomine
2932.29 エプレレノン eplerenone
2932.99 アルムルチド almurtide
2932.99 ファシドトリル fasidotril
2932.99 ロバルゾタン robalzotan
2933.19 シゾリルチン cizolirtine
2933.29 アビプタジル aviptadil
2933.29 カラフィバン carafiban
2933.29 ネピカスタット nepicastat
2933.39 アビラテロン abiraterone
2933.39 アリナスチン alinastine
2933.39 ベポタスチン bepotastine
2933.39 ビリコダル biricodar
2933.39 ブラソフェンシン brasofensine
2933.39 セリバスタチン cerivastatin
2933.39 クレビジピン clevidipine
2933.39 ダルコチジン dalcotidine
2933.39 ドネペジル donepezil
2933.39 フェキソフェナジン fexofenadine
2933.39 ホラサルタン forasartan
2933.39 ラネピタント lanepitant
2933.39 リネタスチン linetastine
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号(Sub-heading) 品名 Description
2933.39 リレキサプリド lirexapride
2933.39 ロトラフィバン lotrafiban
2933.39 ミラカイニド milacainide
2933.39 ミラメリン milameline
2933.39 ベシル酸ノルピタンチウム nolpitantium besilate
2933.39 オサネタント osanetant
2933.39 ペリホシン perifosine
2933.39 ピブチジン pibutidine
2933.39 臭化ラパクロニウム rapacuronium bromide
2933.39 レバトロパン酸 revatropate
2933.39 ロフルミラスト roflumilast
2933.39 ルパタジン rupatadine
2933.39 サブコメリン sabcomeline
2933.39 サレズタント saredutant
2933.39 シブラフィバン sibrafiban
2933.39 シルペリソン silperisone
2933.39 テルボグレル terbogrel
2933.39 チコルバント ticolubant
2933.39 キサリプロデン xaliproden
2933.49 エラクリダル elacridar
2933.49 モキシフロキサシン moxifloxacin
2933.49 ネルフィナビル nelfinavir
2933.49 パリナビル palinavir
2933.49 キロスチグミン quilostigmine
2933.49 シタフロキサシン sitafloxacin
2933.59 アバカビル abacavir
2933.59 アチゾラム atizoram
2933.59 バラペリドン belaperidone
2933.59 ブロナンセリン blonanserin
2933.59 エニルウラシル eniluracil
2933.59 ファンドフロキサシン fandofloxacin
2933.59 フリバンセリン flibanserin
2933.59 ガチフロキサシン gatifloxacin
2933.59 インジナビル indinavir
2933.59 インジセトロン indisetron
2933.59 レボセチリジン levocetirizine
2933.59 ニフェカラント nifekalant
2933.59 ノラトレキセド nolatrexed
2933.59 オパニキシル opanixil
2933.59 ペルデシン peldesine
2933.59 ペメトレキセド pemetrexed
2933.59 シパトリギン sipatrigine
2933.59 スネピトロン sunepitron
2933.59 タルチレリン taltirelin
2933.59 バルガンシクロビル valganciclovir
2933.59 バタニジピン vatanidipine
2933.79 アリピプラゾール aripiprazole
2933.79 ズタステリド dutasteride
2933.79 エムブサルタン embusartan
2933.79 ファベセトロン fabesetron
2933.79 ファソラセタム fasoracetam
2933.79 グラスピモド glaspimod
2933.79 イバプラジン ivabradine
2933.79 レフラダフィバン lefradafiban
2933.79 オルボフィバン orbofiban
2933.79 パゴクロン pagoclone
2933.79 パロノセトロン palonosetron
2933.99 アラトロフロキサシン alatrofloxacin
2933.99 アシマドリン asimadoline
2933.99 アチプリモド atiprimod
2933.99 バマキマスト bamaquimast
2933.99 セルゴシビル celgosivir
2933.99 セマドチン cemadotin
2933.99 ダピタント dapitant
2933.99 デルチバント deltibant
2933.99 エセノフロキサシン ecenofloxacin
2933.99 エレトリプタン eletriptan
2933.99 フロバトリプタン frovatriptan
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号(Sub-heading) 品名 Description
2933.99 ガベスチネル gavestinel
2933.99 ラガチド lagatide
2933.99 リコスチネル licostinel
2933.99 メラガトラン melagatran
2933.99 ミノドロン酸 minodronic acid
2933.99 ミチグリニド mitiglinide
2933.99 ミボブリン mivobulin
2933.99 ネパプラゾール nepaprazole
2933.99 オベラジロール oberadilol
2933.99 プラナゼピド pranazepide
2933.99 プマプラゾール pumaprazole
2933.99 リザトリプタン rizatriptan
2933.99 タルビラリン talviraline
2933.99 タソネルミン tasonermin
2933.99 チビラピン tivirapine
2934.10 アセリピド aseripide
2934.10 ホロパファント foropafant
2934.10 リンチトリプト lintitript
2934.10 リトナビル ritonavir
2934.10 ロシグリタゾン rosiglitazone
2934.30 アパドリン apadoline
2934.99 アムリンチド amlintide
2934.99 アトリプロフェン atliprpfen
2934.99 アトレロイトン atreleuton
2934.99 ベロキセピン beloxepin
2934.99 ビバプシチド bibapcitide
2934.99 セビメリン cevimeline
2934.99 クレブジン clevudine
2934.99 ダペロチン dabelotine
2934.99 デキセファロキサン dexefaroxan
2934.99 エファビレンズ efavirenz
2934.99 エンサクリン ensaculin
2934.99 エペレゾリド eperezolid
2934.99 エプチフィバチド eptifibatide
2934.99 フィダレスタット fidarestat
2934.99 ホミビルセン fomivirsen
2934.99 ガシクリジン gacyclidine
2934.99 イコペジル icopezil
2934.99 イスラパファント israpafant
2934.99 ランジオロール landiolol
2934.99 レドキサントロン ledoxantrone
2934.99 リネゾリド linezolid
2934.99 ロデノシン lodenosine
2934.99 マゾカリム mazokalim
2934.99 ミルファサルタン milfasartan
2934.99 ネルザラビン nelzarabine
2934.99 ネパズタント nepadutant
2934.99 オマパトリラト omapatrilat
2934.99 オミロキセチン omiloxetine
2934.99 プレコナリル pleconaril
2934.99 プラムリンチド pramlintide
2934.99 プルカロプリド prucalopride
2934.99 クエチアピン quetiapine
2934.99 ラルチトレキセド raltitrexed
2934.99 ラネリン酸 ranelic acid
2934.99 リファラジル rifalazil
2934.99 ロキシフィバン roxifiban
2934.99 スコピナスト scopinast
2934.99 シニトロジル sinitrodil
2934.99 ソレトリド soretolide
2934.99 タゾメリン tazomeline
2934.99 テモカプリラト temocaprilat
2934.99 テセルスチグミン tererstigmine
2934.99 チルノプロフェン　アルバメル tilnoprofen arbamel
2934.99 トラフェルミン trafermin
2934.99 トレコビルセン trecovirsen
2934.99 ベダクリジン vedaclidine
2934.99 ジコノチド ziconotide
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号(Sub-heading) 品名 Description
2934.99 ゾルミトリプタン zolmitriptan
2935.00 アルモトリプタン almotriptan
2935.00 アビトリプタン avitriptan
2935.00 ブリンゾールアミド brinzolamide
2935.00 デキスソタロール dexsotalol
2935.00 ドロネダロン dronedarone
2935.00 イブタモレン ibutamoren
2935.00 メテシンド metesind
2935.00 オスチジン osutidine
2935.00 サムパトリラト sampatrilat
2935.00 シルデナフィル sildenafil
2935.00 シベレスタット sivelestat
2938.90 パマクエシド pamaqueside
2940.00 グルホスファミド glufosfamide
3507.90 パミテプラーゼ pamiteplase
3507.90 ウロキナーゼ　アルファ urokinase alfa
3907.20 ペグムシルジン pegmusirudin
3911.90 コレセベラム colesevelam
3911.90 セベラマー sevelamer
3913.90 ダナパロイド　ナトリウム danaparoid sodium
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