○厚 生労 働省 令第 百六 号

薬 事法 （昭 和三 十五 年法 律第 百 四十 五号） 第 二条 第十 四項 及び 第七 十六 条の 四の 規定 に 基づ き、薬 事 法第

塩崎

恭久

二条 第十 四項 に規 定す る指 定薬 物 及び同 法第 七 十六 条の 四に 規定 する 医療 等の 用途 を定 め る省令 の一 部 を改
正 する 省令 を次 のよ うに 定め る。
平成 二十 六年 九月 十九 日

厚 生労 働大 臣

薬事 法第 二条 第十 四項 に規 定す る指 定 薬物及 び同 法 第七 十六 条の 四に 規定 する 医療 等の 用途 を定 める
省令 の 一部 を改 正す る省 令

薬 事法 第 二条第 十四 項 に規 定す る指 定薬 物及 び同 法第 七十 六条 の 四に規 定す る 医療 等の 用途 を定 める 省令
（平 成十 九年 厚生 労働 省 令第十 四 号） の一 部を 次の よう に改 正す る。

第 一条 中第 百四 十号 を 第百五 十 四号 とし 、第 百二 十四 号か ら第 百三 十九 号ま で を十四 号 ずつ 繰り 下げ 、第

一― ［ 一― （ 二―メ トキ シフ ェ ニル） ―二 ―フ ェニ ルエ チル ］ピ ペリ ジン 及 びそ の塩 類

百二 十三 号を 第百 三十 六号 とし 、 同号 の次に 次 の一 号を 加え る。
百 三十 七

一― （ 四― メ トキ シフ ェニ ル）― 二― （ ピロ リジ ン― 一―イ ル） オク タン ― 一― オ ン及 びそ の

第一 条中 第百 二十 二 号を 第百三 十 四号 とし 、同 号の 次に 次の 一号 を加 える 。
百 三十 五
塩類

一― ［一 ― （四 ―メト キシ フェ ニル ）シ ク ロヘキ シル ］ ピペ リジ ン 及び その塩 類

第 一条 中第 百二 十一 号を 第百 三 十二号 とし 、 同号 の次 に次 の一 号を 加え る。
百三 十三

第 一条中 第 百二 十号 を第 百三 十一 号と し、 第九 十八 号 から 第百十 九 号ま でを 十一 号ず つ繰 り下 げ、 第九 十

Ｎ ― ベン ジル ―一 ―ペ ンチ ル― 一Ｈ ―イ ンド ール ―三 ―カ ル ボキ サミ ド 及び その 塩 類

七号を 第百 七 号と し、 同号 の次 に次 の一 号を 加え る。
百八

二 ―（ 四― ブ ロモ ―二・ 五 ―ジ メト キシ フェ ニル ）― Ｎ― （二 ―フ ル オロ ベンジ ル ）エ タン アミ ン

第 一条 中 第九十 六号 を 第百 六号 とし 、第 九十 五号 を第 百四 号と し 、同号 の次 に 次の 一号 を加 える 。
百五
及 びそ の塩 類

第一 条中 第九 十四 号を 第百 三号 と し、 第八 十五 号か ら第 九十 三号 まで を九 号ず つ繰 り下 げ 、第 八十 四号 を
第 九十 二号 とし 、同 号の 次に 次の 一号 を加 え る。

九十 三
類

一― （四 ― フル オロフ ェ ニル ）― 二― （ピ ロリ ジン ―一 ―イ ル） ヘ プタン ―一 ― オン 及び その 塩

第一 条中 第八 十三 号を 第九 十一 号 とし、 第 七十 七号 から 第八 十二 号ま でを 八号 ずつ 繰り 下 げ、第 七 十六 号

二― （ピ ロリ ジン ―一 ―イ ル） ― 一―（ チオ フ ェン ―二 ―イ ル） ブタ ン― 一― オン 及び そ の塩類

を 第八 十三 号と し、 同号 の次 に次 の一 号を 加 える 。
八十 四

第 一条中 第 七十 五号 を第 八十 二号 とし 、第 五十 七号 か ら第 七十四 号 まで を七 号ず つ繰 り下 げ、 第五 十六 号

二 ―（ 二・ 五― ジメ トキ シフ ェニ ル） エタ ンア ミン 及び そ の塩 類

を第六 十二 号 とし 、同 号の 次に 次の 一号 を加 える 。
六十 三

第 一条 中 第五十 五号 を 第六 十一 号と し、 第四 十六 号か ら第 五十 四 号まで を六 号 ずつ 繰り 下げ 、第 四十 五号

二 ―［ 一― （ シクロ ヘ キシ ルメ チル ）― 一Ｈ ―イ ンダ ゾー ル― 三― カ ルボキ サ ミド ］― 三― メチ

を第 五十 号と し、 同号 の 次に次 の 一号 を加 える 。
五 十一

ルブ タン 酸及 びそ の塩 類

第 一条 中第 四十 四号 を第 四十 九 号とし 、第 三 十七 号か ら第 四十 三号 まで を五 号ず つ繰 り 下げ、 第三 十 六号

二 ―（ 四― クロ ロ― 二 ・五 ―ジメ ト キシ フェ ニル ）― Ｎ― （二 ―フ ルオ ロベ ン ジル ）エタ ン アミ

を第 四十 号と し、 同号 の 次に次 の 一号 を加 える 。
四 十一
ン及 びそ の塩 類

第 一条 中第 三十 五号 を第 三十 九 号とし 、第 三 十二 号か ら第 三十 四号 まで を四 号ず つ繰 り下 げ、 第三 十 一号

三 十四

二― （一 ―オ キソ ―一 ―フ ェニ ルプ ロパ ン― 二 ―イル ） イソ イン ドリ ン― 一・ 三― ジオ ン及 びそ

Ｎ ―エ チル ―一 ―（ 四― メト キシ フェ ニル ） プロ パン― 二 ―ア ミン 及び その 塩類

を第 三十 三号 とし 、同 号の 次に 次の 二号 を 加える 。

三十五
の塩 類

第 一条 中 第三十 号を 第 三十 二号 とし 、第 二十 六号 から 第二 十九 号 までを 二号 ず つ繰 り下 げ、 第二 十五 号を

（ 一Ｈ ―イ ン ドール ― 三― イル ）（ 二・ 二・ 三・ 三― テト ラメ チル シ クロプ ロ パン ―一 ―イ ル）

第二 十六 号と し、 同号 の 次に次 の 一号 を加 える 。
二 十七

メタ ノン 及び その 塩類

第 一条 中第 二十 四号 を第 二十 五 号とし 、第 十 四号 から 第二 十三 号ま でを 一号 ずつ 繰り 下 げ、第 十三 号 の次

Ｎ― （一 ―ア ミノ ―三 ・ 三― ジメチ ル ―一 ―オ キソ ブタ ン― 二― イル ）― 一― （ シク ロヘキ シ ルメ

に次 の一 号を 加え る。
十四

チル ）― 一Ｈ ―イ ンダ ゾー ル ―三 ―カル ボ キサ ミド 及び その 塩類

二― （一 ― オキ ソ― 一― フェ ニル プロ パン ―二 ―

掲 げる 者に おけ る場 合 を除 き、 かつ 、人 の身 体に

学術 研究 又 は試 験検 査の 用途 （た だし 、第 一号 に

元素 又は 化合 物に 化学 反応 を起 こさ せる 用途

第 二条 第五 号の 表イ ンダ ン― 二 ―アミ ン、 そ の塩 類及 びこ れら を含 有す る物 の項 の次 に次 のよ うに 加 える 。
Ｎ― エチ ル― 一― （四 ―メ トキ シフ ェニ ル ）プロ
パ ン―二 ― アミ ン、 その 塩類 及び これ らを 含有 す

イ ル） イ ソイン ドリ ン ―一 ・三 ―ジ オン、 そ の塩

使用 する 場合 以外 の場 合 に限る 。 ）

る物

類及 びこ れら を含 有 する 物

元 素又 は化 合物 に化 学反 応を 起こ さ せる用 途

第 二条 第五 号の 表二 ― （ジフ ェ ニル メチ ル） ピロ リジ ン、 その 塩類 及び これ ら を含有 す る物 の項 の次 に次
のよ うに 加え る。
二 ―（ 二・ 五― ジメ トキ シフ ェ ニル） エタ ン アミ

ン、そ の塩 類及 びこ れ らを 含有 する 物

第 二条 第五 号の 表一 ―（ 四― メ トキ シフェ ニ ル） ピペ ラジ ン、 その 塩類 及び これ らを 含 有す る物の 項 の次

一 ―［ 一― （二 ―メ トキ シフ ェ ニル） ―二 ― フェ

掲げ る者 にお ける 場合 を除 き、 かつ 、人 の身 体 に

学 術研 究又 は試 験検 査の 用途 （た だし 、第 一 号に

に次 のよ うに 加え る。

ニル エチ ル］ ピペ リジ ン、 その 塩類 及び こ れらを

使 用す る場 合以 外の 場合 に限 る。 ）

則

含 有する 物
附

この 省令 は 、公 布の 日か ら起 算し て十 日を 経過 した 日か ら施 行す る 。

