
○薬事法第四十九条第一項の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品 
(平成十七年二月十日)

(厚生労働省告示第二十四号)
薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第四十九条第一項の規定に基づき、薬事法第四十九条

第一項の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品を次のように定め、薬事法及び採血及び供
血あつせん業取締法の一部を改正する法律(平成十四年法律第九十六号)第二条の規定の施行の日
(平成十七年四月一日)から適用し、昭和三十六年厚生労働省告示第十七号(薬事法第四十九条第
一項の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品)は、平成十七年三月三十一日限り廃止す
る。 

薬事法第四十九条第一項の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品 
次に掲げる医薬品(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医薬品であって、人

の身体に直接使用されることのないものを除く。) 
一 放射性医薬品(放射性医薬品の製造及び取扱規則(昭和三十六年厚生省令第四号)第一条第一

号に規定する放射性医薬品をいう。) 
二 麻薬(麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第二条第一号に規定する麻薬を

いう。) 
三 向精神薬(麻薬及び向精神薬取締法第二条第六号に規定する向精神薬をいう。) 

四 覚せい剤(覚せ、い、剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第二条第一項に規定する
覚せい剤をいう。) 

五 覚せい剤原料(覚せ、い、剤取締法第二条第五項に規定する覚せい剤原料をいう。) 
六 特定生物由来製品(薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第十項に規定する特定生

物由来製品をいう。) 
七 注射剤(前各号に掲げるものを除く。) 
八 次に掲げるもの、その誘導体、それらの水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する

製剤(前各号に掲げるもの及び殺そ剤を除く。)。ただし、二以上の有効成分を含有する製剤に
あっては、次に掲げるものに限る。 
(１) アカルボース 
(２) アクタリット 
(３) アクチノマイシンC 
(４) 八―アザグアニン 
(５) アザセトロン 
(６) アザチオプリン 
(７) 亜酸化窒素 
(８) 亜酸化窒素・酸素 
(９) アシクロビル。ただし、外用剤を除く。 
(１０) アジスロマイシン 
(１１) アジマリン 
(１２) 亜硝酸アミル 
(１３) アステミゾール 
(１４) アセグラトン 
(１５) アセタゾラミド 
(１６) アセチルスピラマイシン 
(１７) アセチルフェネトライド 
(１８) アセチロマート 
(１９) アセトヘキサミド 
(２０) アセブトロール 
(２１) アセメタシン 
(２２) アゼルニジピン 
(２３) アゾセミド 
(２４) アタザナビル 
(２５) アダパレン 
(２６) アテノロール 
(２７) アデホビルピボキシル 
(２８) アトモキセチン 
(２９) アトルバスタチン 
(３０) アナストロゾール 
(３１) アニラセタム 
(３２) アバカビル 
(３３) アプラクロニジン 
(３４) アプリンジン 
(３５) アプレピタント 



(３６) アフロクアロン 
(３７) アマンタジン 
(３８) アミオダロン 
(３９) アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン 
(４０) アミトリプチリン 
(４１) アミノ安息香酸エチル。ただし、歯科用製剤に限る。 
(４２) アミノ安息香酸エチル・塩酸テトラカイン・塩酸ジブカイン・ホモスルファミン 
(４３) アミノ安息香酸エチル・パラブチルアミノ安息香酸ジエチルアミノエチル 
(４４) アミノ酢酸チアンフェニコール 
(４５) アミノフィリン 
(４６) アムホテリシンB 
(４７) アムロジピン 
(４８) アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物 
(４９) アモキサピン 
(５０) アモキシシリン 
(５１) アモキシシリン・クラブラン酸カリウム 
(５２) アモスラロール 
(５３) アラセプリル 
(５４) アラニジピン 
(５５) アリスキレン 
(５６) アリピプラゾール 
(５７) アリルエストレノール 
(５８) アルギン酸ナトリウム。ただし、内用剤を除く。 
(５９) アルファ・アルファ―ジフェニルピペリジンメタノール 
(６０) アルファキサロン 
(６１) アルプレノロール 
(６２) アルプロスタジル アルファデクス 
(６３) アルベンダゾール 
(６４) アルミノパラアミノサリチル酸 
(６５) アレルゲンをろ紙に浸み込ませて乾燥したもの 
(６６) アレンドロン酸 
(６７) アロチノロール 
(６８) アロプリノール 
(６９) アンシタビン 
(７０) アンピシリン 
(７１) アンピシリン・クロキサシリンナトリウム 
(７２) アンピシリン・ジクロキサシリンナトリウム 
(７３) アンプレナビル 
(７４) イソカルボキサジド 
(７５) イソソルビド 
(７６) イソニアジド 
(７７) イソニアジドメタンスルホン酸 
(７８) イソブゾール 
(７９) イソフルラン 
(８０) イソプレナリン。ただし、内用剤を除く。 
(８１) 一硝酸イソソルビド 
(８２) 一酸化窒素 
(８３) イトラコナゾール 
(８４) イノシン プラノベクス 
(８５) イプリフラボン 
(８６) イベルメクチン 
(８７) イマチニブ 
(８８) イミキモド 
(８９) イミダフェナシン 
(９０) イミダプリル 
(９１) イミプラミン 
(９２) イルベサルタン 
(９３) インジセトロン 
(９４) インジナビル 
(９５) インダパミド 
(９６) インデノロール 



(９７) インドメタシン。ただし、外用剤(坐ざ剤を除く。)を除く。 
(９８) インドメタシン ファルネシル 
(９９) インプロスルファン 
(１００) ウベニメクス 
(１０１) ウラピジル 
(１０２) エキサメタジム 
(１０３) エキセメスタン 
(１０４) エグアレン 
(１０５) エスクロルビノール 

(１０６) エストラジオール。ただし、外用剤(貼ちよう付剤及び一日量中エストラジオールと
して一mg以上を含有する軟膏こう剤を除く。)を除く。 

(１０７) エストラジオール・酢酸ノルエチステロン 
(１０８) エストラジオール・レボノルゲストレル 
(１０９) エストリオール 
(１１０) エゼチミブ 
(１１１) エタンブトール 
(１１２) エチオナミド 
(１１３) エチゾラム 
(１１４) エチドロン酸 
(１１５) エチニルエストラジオール。ただし、外用剤を除く。 
(１１６) エチニルエストラジオール・酢酸エチノジオール 
(１１７) エチニルエストラジオール・デソゲストレル 
(１１８) エチニルエストラジオール・ノルエチステロン 
(１１９) エチニルエストラジオール・ノルゲストレル 
(１２０) エチニルエストラジオール・メチルエストレノロン 
(１２１) エチニルエストラジオール・レボノルゲストレル 
(１２２) エチニルチクロヘキシルカルバミン酸エステル 
(１２３) エチルパラニトロフェニルエチルホスホネイト 
(１２４) β―エトオキシエチルメタアクリル樹脂・テトラメチルチウラムジスルフィド 
(１２５) エトスクシミド 
(１２６) エトトイン 
(１２７) エトポシド 
(１２８) エトラビリン 
(１２９) エトレチナート 
(１３０) エナラプリル 
(１３１) エヌ―(アミノプロピル)―ジベンゾジヒドロアゼピン 
(１３２) エヌ・エ'ヌ―(一・二―エチレン)ビス―エル―システインジエチルエステル 
(１３３) エヌ―(パラクロルベンゼンスルホニル)―エヌ―ピロリジノウレア 
(１３４) エヌ―ヒドロキシエチルピペラジルプロピルジベンゾアゼピン 
(１３５) エノキサシン 
(１３６) エバスチン 
(１３７) エパルレスタット 
(１３８) エピジヒドロコレステリン 
(１３９) エピネフリン。ただし、外用剤を除く。 
(１４０) エファビレンツ 
(１４１) エプレレノン 
(１４２) エペリゾン 
(１４３) エベロリムス 
(１４４) エホニジピン 
(１４５) エムトリシタビン 
(１４６) エムトリシタビン・テノホビル ジソプロキシル 
(１４７) エリスロマイシン。ただし、外用剤(眼科用剤を除く。)を除く。 
(１４８) エルロチニブ 
(１４９) エレトリプタン 
(１５０) 塩化アルミニウム・塩化セチルピリジニウム・リドカイン 
(１５１) 塩化カリウム・塩化ナトリウム・炭酸水素ナトリウム・無水硫酸ナトリウム 
(１５２) 塩化ニトロブルーテトラゾリウム 
(１５３) 塩化マンガン 
(１５４) 塩化レボカルニチン 
(１５５) 塩酸オキシテトラサイクリン・酢酸ヒドロコルチゾン 
(１５６) 塩酸オキシテトラサイクリン・硫酸ポリミキシンB。ただし、外用剤(眼科用剤を除



く。)を除く。 
(１５７) エンタカポン 
(１５８) エンテカビル 
(１５９) エンフルラン 
(１６０) エンプロスチル 
(１６１) エンラマイシン 
(１６２) オキシテトラサイクリン 
(１６３) オキシフェドリン 
(１６４) オキシフェンブタゾン 
(１６５) オキシペルチン 
(１６６) オクスプレノロール 
(１６７) オセルタミビル 
(１６８) オフロキサシン 
(１６９) オメプラゾール 
(１７０) オーラノフィン 
(１７１) オランザピン 
(１７２) オルシプレナリン。ただし、内用剤を除く。 
(１７３) 一―(オルトクロルベンツヒドリル―二―オキシエチル)―四―オルトメチルベンジ

ルピペラジン 
(１７４) オルノプロスチル 
(１７５) オルメサルタン メドキソミル 
(１７６) オルメサルタン メドキソミル・アゼルニジピン 
(１７７) オレアンドマイシン 
(１７８) オンダンセトロン 
(１７９) ガチフロキサシン 
(１８０) カドララジン 
(１８１) カナマイシン。ただし、外用剤を除く。 
(１８２) ガバペンチン 
(１８３) カプトプリル 
(１８４) カプレオマイシン 
(１８５) カペシタビン 
(１８６) カベルゴリン 
(１８７) カモスタット 
(１８８) カルグトシン 
(１８９) カルシポトリオール 
(１９０) カルチノフィリン 
(１９１) カルテオロール。ただし、外用剤を除く。 
(１９２) カルバマゼピン 
(１９３) カルピプラミン 
(１９４) カルベジロール 
(１９５) カルボクロメン 
(１９６) カルボコン 
(１９７) カルボマイシン 
(１９８) カルモフール 
(１９９) ガレノキサシン 
(２００) ガンシクロビル 

(２０１) 乾燥甲状腺せん 
(２０２) 乾燥BCG 
(２０３) カンデサルタン シレキセチル 
(２０４) カンデサルタン シレキセチル・ヒドロクロロチアジド 
(２０５) キシナホ酸サルメテロール・プロピオン酸フルチカゾン 
(２０６) キセノン 
(２０７) キタサマイシン 
(２０８) キナプリル 
(２０９) キニーネ 
(２１０) キニジン 
(２１１) グアナベンズ 
(２１２) グアンファシン 
(２１３) クエチアピン 
(２１４) クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム 
(２１５) クエン酸鉄アンモニウム 



(２１６) クエン酸マグネシウム 
(２１７) グラニセトロン 
(２１８) グラフェニン 
(２１９) クラリスロマイシン 
(２２０) グリクラジド 
(２２１) グリクロピラミド 
(２２２) グリセオフルビン 
(２２３) クリノフィブラート 
(２２４) グリブゾール 
(２２５) グリベンクラミド 
(２２６) グリミジン 
(２２７) グリメピリド 
(２２８) クリンダマイシン 
(２２９) クレゾール・ホルマリン・チョウジ油・酸化亜鉛 
(２３０) クロカプラミン 
(２３１) クロザピン 
(２３２) クロスピプラミン 
(２３３) クロチアピン 
(２３４) クロニジン 
(２３５) クロピドグレル 
(２３６) クロファジミン 
(２３７) クロフィブラート 
(２３８) クロフェゾン 
(２３９) クロミフェン 
(２４０) クロミプラミン 
(２４１) クロモマイシンA3 
(２４２) クロラムフェニコール。ただし、外用剤(眼科用剤及び耳鼻科用剤を除く。)を除

く。 
(２４３) クロラムフェニコール・コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム 
(２４４) クロルタリドン 
(２４５) クロルプレナリン 
(２４６) クロルプロパミド 
(２４７) クロルプロマジン 
(２４８) クロルマジノン 
(２４９) クロロキン 
(２５０) 経口生ポリオワクチン 
(２５１) 結合型エストロゲン 
(２５２) ケトフェニルブタゾン 
(２５３) ゲフィチニブ 
(２５４) ゲメプロスト 
(２５５) 健康なウシ肺抽出物で、一定比率のリン脂質、遊離脂肪酸、トリグリセライドを有

するもの 
(２５６) ゲンタマイシン。ただし、外用剤(眼科用剤を除く。)を除く。 
(２５７) コバルトプロトポルフィリン 
(２５８) コリスチン 
(２５９) コリスチンメタンスルホン酸 
(２６０) コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム・塩酸テトラサイクリン 
(２６１) コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム・ラクトビオン酸エリスロマイシン 
(２６２) コリンテオフィリン 
(２６３) コルチゾン。ただし、外用剤を除く。 
(２６４) コルヒチン 
(２６５) コレスチミド 
(２６６) コレスチラミン 
(２６７) サイクロセリン 
(２６８) サキナビル 
(２６９) 酢酸亜鉛 
(２７０) 酢酸クロルマジノン・メストラノール 
(２７１) 酢酸ヒドロコルチゾン・ヒノキチオール・アミノ安息香酸エチル 
(２７２) 酢酸フルドロコルチゾン 
(２７３) ザナミビル 
(２７４) サニルブジン 



(２７５) サプロプテリン 
(２７６) サラゾスルファピリジン 
(２７７) サリドマイド 
(２７８) ザルコマイシン 
(２７９) ザルシタビン 
(２８０) サルブタモール。ただし、内用剤を除く。 
(２８１) サルメテロール 
(２８２) 酸化亜鉛・チョウジ油 
(２８３) 酸化セルロース 
(２８４) ジアゾキシド 
(２８５) シアナミド 
(２８６) シアニダノール 
(２８７) シアノアクリレート 
(２８８) ジアフェニルスルホン 
(２８９) 九―ジアルキルアミノノルマルプロピル―二―クロル―チオキサントン 
(２９０) ジエチルカルバマジン 
(２９１) 四―ジエチルカルバモイルメトキシ―三―メトキシフェニル酢酸プロピル(別名プ

ロパニジド) 
(２９２) ジエノゲスト 
(２９３) ジギトキシン 
(２９４) シクラシリン 
(２９５) シクラミン酸 
(２９６) シクレソニド 
(２９７) シクロスポリン 
(２９８) ジクロフェナク。ただし、外用剤(坐剤及び注腸剤を除く。)を除く。 
(２９９) シクロフェニル 
(３００) シクロホスファミド 
(３０１) ジゴキシン 
(３０２) ジスルフィラム 
(３０３) ジソピラミド 
(３０４) シソマイシン 
(３０５) シタグリプチン 
(３０６) ジダノシン 
(３０７) シタフロキサシン 
(３０８) シタラビン オクホスファート 
(３０９) ジドブジン 
(３１０) ジドブジン・ラミブジン 
(３１１) ジドロゲステロン 
(３１２) シナカルセト 
(３１３) シネパジド 
(３１４) シノキサシン 
(３１５) ジノプロストン 
(３１６) ジノプロストン ベータデクス 
(３１７) ジヒドロエルゴタミン 
(３１８) ジヒドロキシフェニルアルキルアミノエタノール。ただし、内用剤を除く。 
(３１９) ジピリダモール 
(３２０) シプロフロキサシン 
(３２１) ジベカシン 
(３２２) ジベンゼピン 
(３２３) シベンゾリン 
(３２４) ジメタクリン 
(３２５) 臭化イプラトロピウム 
(３２６) 臭化エチルピペタナート 
(３２７) 臭化オキシトロピウム 
(３２８) 臭化カリウム 
(３２９) 臭化チオトロピウム 
(３３０) 臭化デメカリウム 
(３３１) 臭化ナトリウム 
(３３２) 臭化ピリドスチグミン 
(３３３) 臭化フルトロピウム 
(３３４) 硝酸イソソルビド 



(３３５) ジョサマイシン 
(３３６) 九・十二―ジヨードステアリン酸 
(３３７) シラザプリル 
(３３８) ジラゼプ 
(３３９) ジルチアゼム 
(３４０) シルデナフィル 
(３４１) シルテプラーゼ 
(３４２) シルニジピン 
(３４３) ジレバロール 
(３４４) シロドシン 
(３４５) シンナリジン 
(３４６) シンバスタチン 
(３４７) シンフィブラート 
(３４８) 水銀。ただし、水銀の塩類及びそれを含有する製剤を除く。 
(３４９) 水銀ヘマトポルフィリン 
(３５０) スキシブゾン 
(３５１) スニチニブ 
(３５２) スパルフロキサシン 
(３５３) スピクロマジン 
(３５４) スピペロン 
(３５５) スピロノラクトン 
(３５６) スマトリプタン 
(３５７) スルタミシリン 
(３５８) スルチアム 
(３５９) スルトプリド 
(３６０) スルピリド 
(３６１) スルファジメトキシン 
(３６２) スルファドキシン・ピリメタミン 
(３６３) スルファメチゾール 
(３６４) スルファメトキサゾール・トリメトプリム 
(３６５) スルファモノメトキシン 
(３６６) スルフイソミジン 
(３６７) スルベニシリン 
(３６８) スルホナール 
(３６９) 精選コーンスターチを化学処理して乾燥させたもので2％以下の酸化マグネシウム

を含むもの 
(３７０) セチプチリン 
(３７１) セチリジン 
(３７２) セファクロル 
(３７３) セファトリジンプロピレングリコール 
(３７４) セファドロキシル 
(３７５) セファレキシン 
(３７６) セフィキシム 
(３７７) セフェタメト ピボキシル 
(３７８) セフォチアム ヘキセチル 
(３７９) セフカペン ピボキシル 
(３８０) セフジトレン ピボキシル 
(３８１) セフジニル 
(３８２) セフゾナム 
(３８３) セフチゾキシム 
(３８４) セフチブテン 
(３８５) セフテラム ピボキシル 
(３８６) セフピミゾール 
(３８７) セフポドキシム プロキセチル 
(３８８) セフメノキシム 
(３８９) セフラジン 
(３９０) セフロキサジン 
(３９１) セフロキシム アキセチル 
(３９２) セベラマー 
(３９３) セボフルラン 

(３９４) ゼラチンであって、手術後の癒ゆ着防止に使用されることが目的とされているもの



(３９５) セリプロロール 
(３９６) セルトラリン 
(３９７) セレコキシブ 
(３９８) ソタロール 
(３９９) ゾテピン 
(４００) ゾニサミド 
(４０１) ゾピクロン 
(４０２) ソブゾキサン 
(４０３) ソラフェニブ 
(４０４) ソリフェナシン 
(４０５) ソリブジン 
(４０６) D―ソルビトールであって、専ら疾病の診断の補助に使用されることが目的とされ

ているもの 
(４０７) ゾルミトリプタン 
(４０８) 唾液腺ホルモン 
(４０９) タカルシトール 
(４１０) タクロリムス 
(４１１) ダサチニブ 
(４１２) タダラフィル 
(４１３) ダナゾール 
(４１４) タフルプロスト 
(４１５) タミバロテン 
(４１６) タムスロシン 
(４１７) タモキシフェン 
(４１８) タランピシリン 
(４１９) タリペキソール 
(４２０) タルチレリン 
(４２１) ダルナビル 
(４２２) 炭酸水素ナトリウム・酒石酸 
(４２３) 炭酸ランタン 
(４２４) 炭酸リチウム 
(４２５) タンドスピロン 
(４２６) ダントロレン 
(４２７) たん白質と結合した多糖類でかわらたけの菌糸体より得られたもの 
(４２８) チアゾリドマイシン 
(４２９) チアプリド 
(４３０) チアベンダゾール 
(４３１) チアマゾール 
(４３２) チアンフェニコール 
(４３３) チオアセタゾン 
(４３４) チオチキセン 
(４３５) チオプロペラジン・ジメタンスルホン酸 
(４３６) チオリダジン 
(４３７) チクロピジン 
(４３８) チザニジン 
(４３９) チニダゾール。ただし、外用剤を除く。 
(４４０) チミペロン 
(４４１) チリソロール 
(４４２) ツロブテロール。ただし、内用剤を除く。 
(４４３) テオフィリン 
(４４４) テガフール 
(４４５) テガフール・ウラシル 
(４４６) テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム 
(４４７) デキサメタゾン。ただし、外用剤を除く。 
(４４８) デキサメタゾンシペシル酸エステル 
(４４９) デキストラン70 
(４５０) デスモプレシン 
(４５１) テトラカイン 
(４５２) テトラキス(二―メトキシイソブチルイソニトリル)銅(Ⅰ)四フッ化ホウ酸 
(４５３) テトラサイクリン。ただし、外用剤(眼科用剤を除く。)を除く。 
(４５４) テトラヒドロキシキノン 



(４５５) テトロホスミン 
(４５６) テノホビル ジソプロキシル 
(４５７) テビペネム ピボキシル 
(４５８) デフェラシロクス 
(４５９) デメコルチン 
(４６０) デメチルクロルテトラサイクリン。ただし、外用剤を除く。 
(４６１) テモカプリル 
(４６２) テモゾロミド 
(４６３) デュタステリド 
(４６４) デュテプラーゼ 
(４６５) デュロキセチン 
(４６６) テラゾシン 
(４６７) デラビルジン 
(４６８) デラプリル 
(４６９) テリスロマイシン 
(４７０) テルグリド 
(４７１) テルビナフィン。ただし、外用剤を除く。 
(４７２) テルフェナジン 
(４７３) テルミサルタン 
(４７４) テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド 
(４７５) デンプン部分加水分解物であって、専ら疾病の診断に使用されることが目的とされ

ているもの 

(４７６) 痘とうそうワクチン 
(４７７) ドカルパミン 
(４７８) ドキサゾシン 
(４７９) ドキシサイクリン 
(４８０) ドキシフルリジン 
(４８１) トスフロキサシン 
(４８２) ドスレピン 
(４８３) トドララジン 
(４８４) ドネペジル 
(４８５) トピラマート 
(４８６) トフィソパム 
(４８７) トブラマイシン 
(４８８) トラザミド 
(４８９) トラセミド 
(４９０) トラゾドン 
(４９１) トラピジル 
(４９２) トラフェルミン(遺伝子組換え) 
(４９３) トラボプロスト 
(４９４) トランドラプリル 
(４９５) トリアムシノロン。ただし、外用剤を除く。 
(４９６) トリアムテレン 
(４９７) トリエンチン 
(４９８) トリクロホスナトリウム 
(４９９) トリクロルメチアジド 
(５００) トリコマイシン 
(５０１) トリス―(ベータクロロエチル)―アミン 
(５０２) トリパミド 
(５０３) トリフルペリドール 
(５０４) トリフロペラジン 
(５０５) トリブロムアセトアルデヒド 
(５０６) トリヘキシフェニジル 
(５０７) トリミプラミン 
(５０８) トリメタジオン 
(５０９) トリメトキノール。ただし、内用剤を除く。 
(５１０) トリロスタン 
(５１１) ドルゾラミド 
(５１２) トルテロジン 
(５１３) トルブタミド 
(５１４) トルペリゾン 



(５１５) トレチノイン 
(５１６) トレミフェン 
(５１７) ドロキシドパ 
(５１８) トログリタゾン 
(５１９) トロピセトロン 
(５２０) トロンビン 
(５２１) ナイアラマイド 


