
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7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
21400BZY00351000 ﾌﾞﾘﾘｱﾝｽ CT CT撮影装置
21600BZY00205000 ﾌﾞﾘﾘｱﾝｽ CT Power ｼﾘｰｽﾞ CT撮影装置
21600BZZ00162000 ﾓﾊﾞｲﾙCTGﾓﾆﾀ ﾄｰｲﾂ株式会社 分娩監視装置
21700BZY00600000 Cool-tip RF ｼｽﾃﾑ ﾀｲｺﾍﾙｽｹｱｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 ﾗｼﾞｵ波手術器
21900BZX00402000 ﾊﾞｲｵｸﾞﾗﾌ 6 ｶｰﾃﾞｨﾅﾙ ﾎﾟｼﾞﾄﾛﾝCT装置
21900BZX00402000 CT装置撮影装置
21900BZX00403000 ﾎﾟｼﾞﾄﾛﾝCT装置
21900BZX00403000 CT撮影装置
219AABZX00033000 電子内視鏡 EG-270N5 内視鏡
219AABZX00034000 電子内視鏡 EG-530N 内視鏡
219AABZX00036000 電子内視鏡 EC-590WM 内視鏡
219AABZX00037000 電子内視鏡 EG-590WR 内視鏡
219AABZX00131000 共焦点走査型ﾀﾞｲｵｰﾄﾞﾚｰｻﾞ検眼鏡 F-10 株式会社ﾆﾃﾞｯｸ 眼底ｶﾒﾗ(Ⅱ)
219ABBZX00153000 鼻咽喉ﾋﾞﾃﾞｵｽｺｰﾌﾟ OLYMPUS ENF TYPE VT2 内視鏡
219ABBZX00168000 OES 胆道ﾌｧｲﾊﾞｰｽｺｰﾌﾟ OLYMPUS CHF TYPE P60 内視鏡
219AFBZX00056000 ｳﾞｨﾄﾗｯｸ 株式会社ｼﾞｪｲﾒｯｸ 光線治療器(Ⅱ)
219AGBZX00047000 ｺｰﾅﾝ ｽﾍﾟｷｭﾗｰﾏｲｸﾛｽｺｰﾌﾟ X 株式会社ｺｰﾅﾝ･ﾒﾃﾞｨｶﾙ 角膜内皮細胞検査装置
219AHBZX00008000 ﾊﾟﾙｽｳｫｯﾁ PMP-200M ｼﾘｰｽﾞ ﾊﾟﾙｽｵｷｼﾒｰﾀ
219AHBZX00009000 ﾊﾟﾙｽｳｫｯﾁ PMP-200G plus ﾊﾟﾙｽｵｷｼﾒｰﾀ
219AHBZX00010000 無散瞳眼底ｶﾒﾗ VISUCAM ProNM ｶｰﾙﾂｧｲｽﾒﾃﾞｨﾃｯｸ株式会社 眼底ｶﾒﾗ(Ⅰ)
219AIBZX00058000 ﾏﾝﾓﾏｰﾄ ﾉﾍﾞｲｼｮﾝ DR ｼｰﾒﾝｽ旭ﾒﾃﾞｨﾃｯｸ株式会社 診断用X線装置

株式会社ｳｪｰﾌﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ

ﾊﾞｲｵｸﾞﾗﾌ 40/64 ｶｰﾃﾞｨﾅﾙ

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

ｼｰﾒﾝｽ旭ﾒﾃﾞｨﾃｯｸ株式会社

ﾌｼﾞﾉﾝ株式会社

ｵﾘﾝﾊﾟｽﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ株式会社
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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7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)
16300BZZ01786000 ｴﾗｽﾀｰF 株式会社八光 020 プラスチックカニューレ型静脈内留置針 (1) 標準型  \98
21600BZZ00598000 ﾏｲｸﾛｶﾃｰﾃﾙ 株式会社ﾕｰ･ﾃｨｰ･ｴﾑ  \45,700

ｷｬﾘｰ  
ﾗﾋﾞｯﾄ

21800BZZ10082000 HAI鎖骨ﾌﾟﾚｰﾄｼｽﾃﾑ 株式会社ﾎﾑｽﾞ技研 062 固定用内副子（プレート） (9) その他のプレート ① 標準 イ 下顎骨・骨盤再建  \83,200
21800BZZ10117000 ﾌﾟﾘｾｯﾌﾟCVｵｷｼﾒﾄﾘｰｶﾃｰﾃﾙ ｴﾄﾞﾜｰｽﾞﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ株式会社 021 中心静脈用カテーテル (5) 酸素飽和度測定機能付き \36,500
21800BZZ10124000 ﾑｺｱｯﾌﾟ 生化学工業株式会社 152 内視鏡用粘膜下注入材 \7,700
21800BZZ10132A01 株式会社ﾎﾑｽﾞ技研 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
21800BZZ10132A01 062 固定用内副子（プレート） (7) 骨端用プレート（生体用合金Ⅰ）  \101,000
21900BZG00005000 ｸｲｯｸｻｲﾄ 012 血管造影用ガイドワイヤー (3) 微細血管用  \20,300
21900BZG00005000 118 植込み式心臓ペースメーカ用リード (1) リード ① 経静脈リード ア 標準型  \203,000
21900BZG00006000 ｴｰｽｷｭﾗ 118 植込み式心臓ペースメーカ用リード (1) リード ① 経静脈リード ア 標準型  \203,000
21900BZG00007000 ｴﾋﾟｯｸ HF 149 両室ペーシング機能付き植込み型除細動器  \4,190,000
21900BZG00008000 ｱﾄﾗｽ+ HF 149 両室ペーシング機能付き植込み型除細動器  \4,190,000
21900BZX00287000 TOKIBO ﾗﾘﾝｹﾞﾙﾏｽｸ S 株式会社佐多商会 027 気管内チューブ (1) カフあり ② カフ上部吸引機能なし  \1,320
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） (1) 一般スクリュー（生体用合金Ⅰ）  \7,570
21900BZX00424000 ｺﾝﾁｪﾙﾄ C154DWK 149 両室ペーシング機能付き植込み型除細動器  \4,190,000
21900BZX00425000 ﾊﾞｰﾁｭｵｰｿ VR 122 植込み型除細動器 (2) 植込み型除細動器（Ⅲ型）  \3,160,000
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 ② 臼蓋形成用カップ(Ⅱ)  \105,000
21900BZY00041000 ﾏｲｸﾛﾀﾞｲｱﾘｼｽ･ｶﾃｰﾃﾙ ｴﾑ･ｼｰ･ﾒﾃﾞｨｶﾙ株式会社 024 脳・脊髄腔用カニューレ (1) 排液用 ② 頭蓋内用  \6,890
21900BZY00046000 ｵｰﾊﾞｰｻﾞﾜｲﾔｰ血栓除去ｶﾃｰﾃﾙ ﾚﾒｲﾄ･ﾊﾞｽｷｭﾗｰ株式会社 138 血管内手術用カテーテル (9) 血栓除去用カテーテル ① バルーン付き ウ ダ

ブルルーメン
 \22,100

21900BZY00052000 ｱﾋﾟｰﾙ CS 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

21900BZY00053000 ｱﾗｲｱﾝｽ 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

21900BZY00054000 ﾄｩﾙﾌｨﾙ DCS ｵｰﾋﾞｯﾄ ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ株式会社 138 血管内手術用カテーテル (11) 塞栓用ｺｲﾙ ① コイル エ 水圧式デタッチャブル \142,000
21900BZY00055000 ﾄﾗｲﾃﾞﾝﾄﾞHA寛骨臼ｶｯﾌﾟｼｽﾃﾑ 日本ｽﾄﾗｲｶｰ株式会社 058 人工股関節用材料 (1) 骨盤側材料 ① 臼蓋形成用カップ(Ⅰ)  \178,000
21900BZY00055000 058 人工股関節用材料 (1) 骨盤側材料 ③ ライナー  \72,100
21900BZY00056000 ｱﾝｼﾞｵｼｰﾙ STS PLUS 株式会社ｹﾞｯﾂ ﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾞ 112 経皮的冠動脈形成術用穿刺部止血材料  \27,200
21900BZZ00011000 ｾﾒﾝﾄﾚｽ人工肘関節 ﾅｶｼﾏﾌﾟﾛﾍﾟﾗ株式会社  \319,000

K-NOW人工肘関節  
21900BZZ00011000 067 人工肘関節用材料 (1) 上腕骨側材料  \366,000
219ABBZX00154000 ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙ経鼻胆管ﾄﾞﾚﾅｰｼﾞﾁｭｰﾌﾞ V- ｵﾘﾝﾊﾟｽﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ株式会社 033 経皮的又は経内視鏡的胆管等ドレナージ用カテーテルセット (4) 経鼻法セット  \26,300
219ADBZX00081000 ｽｰﾊﾟｰ ﾃﾞﾆｽ ﾁｭｰﾌﾞ 日本ｼｬｰｳｯﾄﾞ株式会社 030 イレウス用ロングチューブ (2) スプリント機能付加型  \43,100
219ADBZX00114000 ｷﾞｯｼｭ動脈ﾌｨﾙﾀｼﾘｰｽﾞ 平和物産株式会社 132 人工心肺回路 (6) 個別機能品 ⑤ ラインフィルター  \23,300

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 ② 造影能強化型

067 人工肘関節用材料 (2) 尺骨側材料

HAIﾌﾟﾚｰﾄ 3.5/4.0 ｼｽﾃﾑ

日本ﾒﾄﾞﾄﾛﾆｯｸ株式会社

株式会社ｹﾞｯﾂ ﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾞ

株式会社ｹﾞｯﾂ ﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾞ
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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7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
20300BZZ00486000 ﾊﾟﾉﾗﾃﾞｨｯｸｽ ｽｰﾊﾟｰ 近畿ﾚﾝﾄｹﾞﾝ工業社 ﾊﾟﾉﾗﾏ断層撮影装置
20300BZZ00486A01 ﾊﾟﾝﾄﾘｱ6 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7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)
16000BZZ01063000 ﾄﾐｰｾﾗﾐｯｸﾌﾞﾗｹｯﾄ ﾄﾐｰ株式会社 004 ダイレクトボンド用ブラケット １個 \286
20400BZY00177000 ﾒﾓﾘｰｱｰﾁﾜｲﾔｰ 株式会社ﾊﾞｲｵﾃﾞﾝﾄ 018 矯正用線 （特殊丸型） １本 \432
20400BZY00177000 019 矯正用線 （特殊角型） １本 \432
21200BZY00040000 TP ﾄﾙｸﾊﾞｰ 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 020 超弾性矯正用線 （丸型及び角型） １本 \527
21300BZZ00521000 ｾﾗﾐｯｸﾌﾞﾗｹｯﾄB 004 ダイレクトボンド用ブラケット １個 \286
218ADBZX00023000 ｾﾙﾌﾗｲｹﾞｰｼｮﾝ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

ﾄﾐｰ株式会社
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