
１．医科
新たな保険適用　区分Ａ２（特定包括）（特定の診療報酬項目において包括的に評価されている区分）　保険適用開始年月日：平成19年6月1日

薬事法承認番号 販売名 保険適用希望者 特定診療報酬算定医療機器の区分
21300BZG00011000 NIM ﾚｽﾎﾟﾝｽ ﾒﾄﾞﾄﾛﾆｯｸｿﾌｧﾓｱﾀﾞﾈｯｸ株式会社 筋電計(Ⅰ)
21400BZG00003000 NIM ﾊﾟﾙｽ 筋電計(Ⅰ)
21900BZX00397000 らくらくｻﾝｿ-3C 山陽電子工業株式会社 酸素供給装置(Ⅰ)
21900BZX00401000 ﾃｸﾆｽ CL ｴｲｴﾑｵｰ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 後房ﾚﾝｽﾞ
219ABBZX00025000 ﾋﾞﾃﾞｵ超音波内視鏡 EG-3670URK ﾍﾟﾝﾀｯｸｽ株式会社 内視鏡
219ABBZX00066000 PVE ﾋﾞﾃﾞｵ気管支ｽｺｰﾌﾟ 70ｼﾘｰｽﾞ 内視鏡
219ABBZX00123000 PVE ﾋﾞﾃﾞｵ上部消化管ｽｺｰﾌﾟ EG-3870TK 内視鏡
219ABBZX00124000 PVE ﾋﾞﾃﾞｵ大腸ｽｺｰﾌﾟ EC-3870ｼﾘｰｽﾞ 内視鏡
219ABBZX00135000 ｱｸﾄｶﾙﾃﾞｨｵｸﾞﾗﾌ MT-5700 ﾄｰｲﾂ株式会社 分娩監視装置
219ABBZX00136000 EVIS LUCERA 小腸ﾋﾞﾃﾞｵｽｺｰﾌﾟ OLYMPUS SIF TYPE Q260 ｵﾘﾝﾊﾟｽﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ株式会社 内視鏡
219ACBZX00010000 移動型ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式汎用一体型X線透視診断装置 BV Pulsera 株式会社ﾌｨﾘｯﾌﾟｽｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝ 診断用X線装置
219ACBZX00010000 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ映像化処理装置
219ADBZX00076000 PVE ﾋﾞﾃﾞｵ十二指腸ｽｺｰﾌﾟ ED-3280K ﾍﾟﾝﾀｯｸｽ株式会社 内視鏡
219ADBZX00077000 PVE ﾋﾞﾃﾞｵ十二指腸ｽｺｰﾌﾟ ED-3485T 内視鏡
219ADBZX00110000 ﾌﾙｵﾛｽﾀｰ 7900 ｴﾀﾞｯﾌﾟﾃｸﾉﾒﾄﾞ株式会社 診断用X線装置
219AGBZX00031000 ﾊﾟﾙｽｵｷｼﾒｰﾀ Ubi-x ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄﾞﾒﾃﾞｨｶﾙ株式会社 ﾊﾟﾙｽｵｷｼﾒｰﾀ
219AGBZX00035000 O2ｸﾞﾘｰﾝ小春3 株式会社医器研 酸素供給装置(Ⅰ)

219AHBZX00007000 ﾊｲｻﾝｿ2U 帝人ﾌｧｰﾏ株式会社 酸素供給装置(Ⅰ)
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新たな保険適用　区分Ｂ（個別評価）（材料価格として個別に評価されている部分）　保険適用開始年月日：平成19年6月1日

薬事法承認番号 販売名 保険適用希望者 決定機能区分
償還価格

(円)
21700BZY00531000 AI-ﾊﾞｲﾎﾟｰﾗ 株式会社ﾃﾛｽｼﾞｬﾊﾟﾝ 058 人工股関節用材料 (2) 大腿骨側材料 ④ 人工骨頭用 イ バイポーラカップ  \151,000
21800BZZ10005000 ﾄﾗﾍﾙﾊﾟｰMCｷｯﾄ 株式会社ﾄｯﾌﾟ 039 気管切開後留置用チューブ (2) 輪状甲状膜切開チューブ  \4,830
21800BZZ10121000 ﾏｲｸﾛｶﾃｰﾃﾙⅣ 朝日ｲﾝﾃｯｸ株式会社 010 血管造影用マイクロカテーテル (1) オーバーザワイヤー ① 選択的アプローチ

型 ア ブレードあり
 \58,400

21900BZG00003000 ｽﾊﾟｲﾅﾙｼｽﾃﾑ 株式会社日本ｴﾑ･ﾃﾞｨ･ｴﾑ 065 脊椎固定用材料 (1) 脊椎ロッド  \56,900
065 脊椎固定用材料 (4) 椎体フック  \82,300
065 脊椎固定用材料 (5) 脊椎スクリュー（固定型）  \93,200
065 脊椎固定用材料 (6) 脊椎スクリュー（可動型）  \120,000
065 脊椎固定用材料 (7) 脊椎コネクター  \49,600
065 脊椎固定用材料 (9) 椎体ステープル  \50,000
065 脊椎固定用材料 (10) 椎体ワッシャー  \15,400

21900BZX00331000 ｼﾞｪﾆﾃｨ 株式会社ｶﾈｶ 138 血管内手術用カテーテル (3) ＰＴＡバルーンカテーテル ① 一般型 イ 特殊型  \127,000
21900BZX00371000 ﾒｲﾗﾁﾀﾝｽｸﾘｭｰ ﾒｲﾗ株式会社 061 固定用内副子（スクリュー） (5) 中空スクリュー（生体用合金Ⅰ・Ｌ）  \34,900

061 固定用内副子（スクリュー） (4) 中空スクリュー（生体用合金Ⅰ・Ｓ）  \22,700
064 固定用内副子用ワッシャー、ナット類 (1) ワッシャー(Ⅰ)  \3,420

21900BZX00372000 ﾒｲﾗGTｼｽﾃﾑ 061 固定用内副子（スクリュー） (8) その他のスクリュー ② 特殊型 ア 軟骨及び軟
部組織用 ⅲ 座金型

 \23,500

061 固定用内副子（スクリュー） (1) 一般スクリュー（生体用合金Ⅰ）  \7,570
064 固定用内副子用ワッシャー、ナット類 (1) ワッシャー(Ⅰ)  \3,420

21900BZX00393000 AO Pangea ｼｽﾃﾑ(滅菌) ｼﾝｾｽ株式会社 065 脊椎固定用材料 (8) トランスバース固定器  \79,300
065 脊椎固定用材料 (6) 脊椎スクリュー（可動型）  \120,000
065 脊椎固定用材料 (1) 脊椎ロッド  \56,900

21900BZX00399000 Japanese PFNA(滅菌) ｼﾝｾｽ株式会社 074 髄内釘 (1) 髄内釘 ③ 大腿骨頸部型  \233,000
074 髄内釘 (2)横止めｽｸﾘｭｰ ②大腿骨頸部型 \61,900

21900BZX00400000 ｱﾃｲﾝｾﾚｸﾄ ｶﾃｰﾃﾙⅠ 日本ﾒﾄﾞﾄﾛﾆｯｸ株式会社 001 血管造影用シースイントロデューサーセット (3) 選択的導入用（ガイディングカ
テーテルを兼ねるもの）

 \19,800

21900BZY00033000 AMK脛骨ｲﾝｻｰﾄ ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ株式会社 059 人工膝関節用材料 (4) インサート  \78,900
21900BZY00034000 Longevity ｸﾛｽﾘﾝｸ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾅｰ ｼﾞﾝﾏｰ株式会社 058 人工股関節用材料 (1) 骨盤側材料 ③ ライナー  \72,100
21900BZY00037000 AI-ｺﾊﾞﾙﾄｸﾛﾑﾍｯﾄﾞ 株式会社ﾃﾛｽｼﾞｬﾊﾟﾝ 058 人工股関節用材料 (2) 大腿骨側材料 ③ 大腿骨ステムヘッド  \131,000
21900BZY00038000 ﾀｼｯﾄｸｲｯｸｱﾝｶｰ ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ株式会社 061 固定用内副子（スクリュー） (8) その他のスクリュー ② 特殊型 ア 軟骨及び軟

部組織用 ⅰ スーチャーアンカー型
 \37,500

21900BZY00042000 ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ 人工膝関節ｼｽﾃﾑ 日本ｽﾄﾗｲｶｰ株式会社 059 人工膝関節用材料 (3) 膝蓋骨材料 ② 膝蓋骨置換用材料(Ⅱ)  \52,700
21900BZY00042000 059 人工膝関節用材料 (2) 脛骨側材料 ② 全置換用材料(Ⅱ)  \216,000
21900BZY00042000 059 人工膝関節用材料 (1) 大腿骨側材料 ② 全置換用材料(Ⅱ)  \362,000
21900BZY00042000 059 人工膝関節用材料 (4) インサート  \78,900
21900BZY00049000 CentPillar TMZF ｽﾃﾑ 日本ｽﾄﾗｲｶｰ株式会社 058 人工股関節用材料 (2) 大腿骨側材料 ① 大腿骨ステム(Ⅰ)  \610,000
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２．歯科
新たな保険適用　区分Ａ２（特定包括）（特定の診療報酬項目において包括的に評価されている区分）　保険適用開始年月日：平成19年6月1日

薬事法承認番号 販売名 保険適用希望者 特定診療報酬算定医療機器の区分
20600BZZ00793000 ﾊﾟﾉﾗﾃﾞｨｯｸｽ ｽｰﾊﾟｰD 近畿ﾚﾝﾄｹﾞﾝ工業社 歯科ﾊﾟﾉﾗﾏ断層撮影ﾃﾞｼﾞﾀﾙ映像化処理装置
20600BZZ00793A01 ﾊﾟﾝﾄﾘｱ6D 歯科ﾊﾟﾉﾗﾏ断層撮影ﾃﾞｼﾞﾀﾙ映像化処理装置
20800BZZ00632000 ﾊﾟﾉｰﾗ12 株式会社吉田製作所 ﾊﾟﾉﾗﾏ断層撮影装置
20800BZZ00632000 歯科ﾊﾟﾉﾗﾏ断層撮影ﾃﾞｼﾞﾀﾙ映像化処理装置
219ACBZX00008000 ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾊﾟﾉﾗﾏ OP/OC200D 株式会社ｴﾑ･ﾃﾞｨ･ｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ 歯科ﾊﾟﾉﾗﾏ断層撮影ﾃﾞｼﾞﾀﾙ映像化処理装置
219ACBZX00008000 ﾊﾟﾉﾗﾏ断層撮影装置

新たな保険適用　区分Ｂ（個別評価）（材料価格として個別に評価されている部分）　保険適用開始年月日：平成19年6月１日

薬事法承認番号 販売名 保険適用希望者 決定機能区分
償還価格

(円)
20300BZY00846000 ﾅｲﾃﾆｱﾑﾜｲﾔｰ 株式会社ﾄｸﾞﾁ 020 超弾性矯正用線 （丸型及び角型） １本 \527
21200BZY00030000 TP ｽﾃﾝﾚｽﾜｲﾔｰ 016 矯正用線 （丸型） １本 \424
21200BZY00030000 017 矯正用線 （角型） １本 \261
21200BZY00032000 TP ﾘﾌﾚｯｸｽ･ﾆｯｹﾙﾁﾀﾝﾜｲﾔｰ 020 超弾性矯正用線 （丸型及び角型） １本 \527
21200BZY00037000 TP ｺﾞｰﾙﾄﾞﾄｰﾝﾜｲﾔｰ 017 矯正用線 （角型） １本 \261
21200BZY00152000 TP ﾋｰﾄｱｸﾃｨﾍﾞｰﾄﾜｲﾔｰ 020 超弾性矯正用線 （丸型及び角型） １本 \527
21300BZY00411000 ﾃｨﾓﾘｳﾑﾜｲﾔｰ 019 矯正用線 （特殊角型） １本 \432
21500BZY00304000 ｼｰｴﾇｴｰﾜｲﾔｰ 018 矯正用線 （特殊丸型） １本 \432
21500BZY00304000 019 矯正用線 （特殊角型） １本 \432
21800BZY10038000 ﾆｯｹﾙﾗｲﾄ ﾐﾑﾌﾞﾗｹｯﾄ 004 ダイレクトボンド用ブラケット １個 \286
21800BZY10207000 ｺﾝﾎﾟｼﾞｯﾄﾌﾞﾗｹｯﾄ 004 ダイレクトボンド用ブラケット １個 \286
218ADBZX00015000 ﾜｲｵｽ ｾﾗﾐｯｸﾌﾞﾗｹｯﾄ 004 ダイレクトボンド用ブラケット １個 \286
219AFBZX00048000 ｱｻﾋｷｬｽﾄ12ZF ｱｻﾋﾌﾟﾘﾃｯｸ株式会社 006 歯科鋳造用金銀パラジウム合金（金12％以上　ＪＩＳマーク表示品) １ｇ \614
219AKBZX00066000 SR ｱﾄﾞｰﾛ 白水貿易株式会社 040 歯冠用光重合硬質レジン １ｇ \703

ｹｲﾃｨﾃｨ株式会社

有限会社ﾃｨｰﾋﾟｰ･ｵｰｿﾄﾞﾝﾃｯｸｽ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ

株式会社ﾄｸﾞﾁ
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