○厚 生労 働省 令第 十八 号

医 薬品 、医 療機 器等 の品 質、 有 効性 及び安 全 性の 確保 等に 関す る法 律（ 昭和 三十 五年 法 律第 百四十 五 号）

第二 条第 十五 項の 規定 に基 づき 、 医薬品 、医 療 機器 等の 品質 、有 効性 及び 安全 性の 確保 等 に関す る法 律 第二

塩崎

恭久

条 第十 五項 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 十八 年二 月十 日

厚生 労働 大臣

医薬 品 、医 療機 器等 の品 質、 有効 性及 び安 全性 の 確保等 に関 す る法 律第 二条 第十 五項 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

医薬 品、 医療 機器 等 の品 質、有 効 性及 び安 全性 の確 保等 に関 する 法律 第二 条 第十 五項に 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 二百 三十 号を 第二 百 三十四 号と し 、第 二百 十三 号か ら第 二百 二十 九号 まで を 四号ず つ繰 り 下げ

二― （三 ―メ トキ シ フェ ニル） ― 二― （メ チル アミ ノ） シク ロヘ キサ ノン 及 びそ の塩類

、第 二百 十二 号を 第二 百 十五号 と し、 同号 の次 に次 の一 号を 加え る。
二 百十 六

］ ジフラ

第一 条中 第二 百十 一号 を第 二百 十 四号と し 、第 百五 十九 号か ら第 二百 十号 まで を三 号ず つ 繰り下 げ 、第 百

二 ―（ 八― ブロ モ― 二・ 三・ 六 ・七― テト ラ ヒド ロベ ンゾ ［一 ・二 ―ｂ ：四 ・五 ―

五 十八 号を 第百 六十 号と し、 同号 の次 に次 の 一号 を加え る 。
百六 十一
ン ―四 ―イ ル） エタ ンア ミン 及び その 塩 類

える 。
百 五十 八

百 三十 四

一― ブチ ル― Ｎ― （ 二―フ ェニ ル プロ パン ―二 ―イ ル） ―一 Ｈ― イン ドー ル ―三― カル ボ キサ

百三 十三 号の 次に 次の 一号 を加 え る。

第 一条 中第 百五 十五 号 を第百 五 十六 号と し、 第百 三十 四号 から 第百 五十 四号 ま でを一 号 ずつ 繰り 下げ 、第

二・ 三 ―ｂ］ ピリ ジ ン― 三― カル ボキ サミ ド及 びそ の塩 類

一― （五 ― フル オロ ペン チル ）― Ｎ― （二 ―フ ェニ ル プロパ ン― 二 ―イ ル） ―一 Ｈ― ピロ ロ［

第一条 中 第百 五十 七号 を第 百五 十九 号と し、 第百 五十 六 号を第 百 五十 七号 とし 、同 号の 次に 次の 一号 を加

ｂ'

則

ミド 及び その 塩類
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。

