
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8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
20900BZZ00259000 ﾍﾞﾗﾋﾞｭｰ ｴﾎﾟｯｸｽ CT撮影装置
21200BZZ00757000 ｽﾘｰﾃﾞｨｰｴｯｸｽ  ﾏﾙﾁｲﾒｰｼﾞ  ﾏｲｸﾛCT CT撮影装置

ｽｰﾊﾟｰﾗｲｻﾞｰ  HA-2200  LE2 光線治療器(Ⅰ)
光線治療器(Ⅱ)

ｽｰﾊﾟｰﾗｲｻﾞｰ  HA-2200  LE1 光線治療器(Ⅰ)
光線治療器(Ⅱ)

ﾏｽﾀｰｽｸﾘｰﾝ 株式会社ﾌｸﾀﾞ産業 電子ｽﾊﾟｲﾛﾒｰﾀ
呼吸流量計
呼気ｶﾞｽ分析装置
呼吸抵抗計
基礎代謝測定装置
心電図(Ⅱ)
鼻腔通気時計

21700BZZ00320000 ﾊﾟﾙｽｵｷｼﾒｰﾀ  OxiHeart  OX-700 日本精密測器株式会社 ﾊﾟﾙｽｵｷｼﾒｰﾀ
21900BZX00420000 iSleep  20 ﾁｪｽﾄ株式会社 人工呼吸器
21900BZX00432000 ｱﾙｺﾝ  ｱｸﾘｻｰﾄ  ｱｸﾘｿﾌ  ﾅﾁｭﾗﾙ  ｼﾝｸﾞﾙﾋﾟｰｽ 日本ｱﾙｺﾝ株式会社 挿入器付後房ﾚﾝｽﾞ
21900BZX00614000 送信機  ZM-940P 日本光電工業株式会社 ﾓﾆﾀ
219AABZX00171000 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ超音波診断装置  MyLab25 日立ﾒﾃﾞｨｺ株式会社 超音波検査装置(Ⅱ)
219AIBZX00069000 ﾊﾞｲｵﾓﾆﾀｰ 筋電計(Ⅰ)
219AIBZX00074000 ｲﾝﾃﾚｸﾄ  ﾓﾊﾞｲﾙ  US 超音波治療器

21700BZY00635000

株式会社日本ﾒﾃﾞｨｯｸｽ

株式会社ﾓﾘﾀ製作所

21300BZZ00154000 東京医研株式会社

21300BZZ00167000
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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8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)
15700BZZ01630A01 静脈ｶﾃｰﾃﾙO型 株式会社ｶﾈｶ 021 中心静脈用カテーテル (1) 標準型 ① シングルルーメン ア スルーザカニュー

ラ型
 \2,130

栄養ｶﾃｰﾃﾙS 005 在宅寝たきり患者処置用栄養用ディスポーザブルカテーテル (1) 経鼻用 ①
一般用

 \234

026 栄養カテーテル (1) 経鼻用 ① 一般用  \234
ﾏｰｹﾞﾝｿﾞﾝﾃﾞS 005 在宅寝たきり患者処置用栄養用ディスポーザブルカテーテル (1) 経鼻用 ①

一般用
 \234

026 栄養カテーテル (1) 経鼻用 ① 一般用  \234
ｼﾞｬﾐﾛ 株式会社ｶﾈｶ 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

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  \45,700
ｵｽﾃｵﾄﾗﾝｽ･ﾌﾟﾗｽ ﾀｷﾛﾝ株式会社 081 合成吸収性骨片接合材料 (9) ピン ① 一般用  \48,400

081 合成吸収性骨片接合材料 (1) スクリュー ① 一般用  \77,200
081 合成吸収性骨片接合材料 (2) 中空スクリュー  \89,500
081 合成吸収性骨片接合材料 (8) ワッシャー  \21,500

21600BZZ00509A01 ｼﾞｬﾐﾛⅡ 株式会社ｶﾈｶ 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

21700BZZ00145A01 PTAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 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
21800BZZ10029000 ﾌｨﾙﾒｯｸﾌﾟﾗｽｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ 012 血管造影用ガイドワイヤー (2) 交換用  \6,360
21900BZX00426000 F.S.ｽﾃﾑ ﾅｶｼﾏﾌﾟﾛﾍﾟﾗ株式会社 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
21900BZX00491000 ﾊｲﾄﾞﾛｻｲﾄ 薄型 ｽﾐｽ･ｱﾝﾄﾞ･ﾈﾌｭｰ ｳﾝﾄﾞ ﾏﾈﾝｼﾞﾒﾝﾄ株式会

社
106 皮膚欠損用創傷被覆材 (1) 真皮に至る創傷用 １㎠当たり

\8
21900BZX00518000 FOX SV PTA ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ ｱﾎﾞｯﾄ ﾊﾞｽｷｭﾗｰ ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 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

SJM ﾏｽﾀｰｽﾞｼﾘｰｽﾞ大動脈弁付ｸﾞﾗﾌﾄ 株式会社ｹﾞｯﾂ ﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾞ 124 機械弁 (2) 傾斜ディスク弁（二葉弁）  \939,000
139 人工血管 (1) 永久留置型 ① 大血管用 ア 分岐なし  \152,000

ﾅｶｼﾏﾌﾟﾛﾍﾟﾗ株式会社 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
077 固定用金属ピン (2) 一般用  \558
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

ｼﾝｾｽ株式会社 065 脊椎固定用材料 (1) 脊椎ロッド  \56,900
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
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 (5) 脊椎スクリュー（固定型）  \93,200
065 脊椎固定用材料 (4) 椎体フック  \82,300
065 脊椎固定用材料 (8) トランスバース固定器  \79,300

足関節固定釘(γ線滅菌品) ﾅｶｼﾏﾌﾟﾛﾍﾟﾗ株式会社 074 髄内釘 (2) 横止めスクリュー ① 標準型  \28,100
074 髄内釘 (1) 髄内釘 ② 横止め型  \263,000

ﾆｭｰｽﾄﾚｰﾄﾈｲﾙｼｽﾃﾑ ﾅｶｼﾏﾌﾟﾛﾍﾟﾗ株式会社 074 髄内釘 (2) 横止めスクリュー ① 標準型  \28,100
074 髄内釘 (3) ワッシャー・ナット  \25,400
074 髄内釘 (1) 髄内釘 ② 横止め型  \263,000

21900BZX00612000 ｵﾍﾞｲｼｵ DR ｿｰﾘﾝ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 122 植込み型除細動器 (3) 植込み型除細動器（Ⅳ型）  \3,300,000
21900BZX00613000 ｵﾍﾞｲｼｵ VR ｿｰﾘﾝ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 122 植込み型除細動器 (2) 植込み型除細動器（Ⅲ型）  \3,160,000

ｼﾝｾｽ株式会社 065 脊椎固定用材料 (1) 脊椎ロッド  \56,900
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 (7) 脊椎コネクター  \49,600
065 脊椎固定用材料 (8) トランスバース固定器  \79,300

ﾌｨﾙﾒｯｸ株式会社

21500BZZ00473A01

21400BZZ00476000 富士ｼｽﾃﾑｽﾞ株式会社

21400BZZ00477000

21500BZZ00130A01

21900BZX00608000 H.C.50 Unibersal Radius Plate ｾｯﾄ(滅菌品)

21900BZX00609000

21900BZX00607000

AO ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｽﾊﾟｲﾝｼｽﾃﾑ ｽﾓｰﾙｽﾀｯﾁｬｰ
TAN(滅菌)

AO Schantz Screw ｼｽﾃﾑ(滅菌)

21900BZX00610000

21900BZX00611000

21900BZX00636000

2



ｾﾆｽ ｻｰﾋﾞｶﾙ ﾌﾟﾚｰﾄ 株式会社佐多商会 065 脊椎固定用材料 (2) 脊椎プレート（Ｓ）  \43,700
065 脊椎固定用材料 (5) 脊椎スクリュー（固定型）  \93,200

EBI IM ﾈｲﾙ ｼｽﾃﾑ ﾊﾞｲｵﾒｯﾄ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 074 髄内釘 (2) 横止めスクリュー ② 大腿骨頸部型  \61,900
074 髄内釘 (1) 髄内釘 ③ 大腿骨頸部型  \233,000

21900BZY00048000 CRESCENT(ｸﾚｾﾝﾄ) KiSCO株式会社 079 人工骨 (2) 専用型 ⑤ 椎体固定用 ア １椎体用  \216,000
21900BZY00066000 IBI ｶｰﾃﾞｨｱｯｸｱﾌﾞﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑⅡ ｾﾝﾄ･ｼﾞｭｰﾄﾞ･ﾒﾃﾞｨｶﾙ株式会社 128 経皮的カテーテル心筋焼灼術用カテーテル  \205,000

ﾄｯﾌﾟｵｰﾙｼﾘｺｰﾝﾌｫｰﾘｰｶﾃｰﾃﾙ 株式会社ﾄｯﾌﾟ 004 在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル (5) 特定  \2,220
040 膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル (5) 特定(Ⅱ)  \2,220
004 在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル (2) ２管一
般(Ⅱ)

 \729

040 膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル (2) ２管一般(Ⅱ)  \729

219AABZX00164000

21900BZY00005000

21900BZY00007000
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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8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
21600BZZ00401000 歯科用ﾊﾟﾉﾗﾏX線CT撮影装置 PSR9000Nｼﾘｰｽﾞ 朝日ﾚﾝﾄｹﾞﾝ工業株式会社 歯科ﾊﾟﾉﾗﾏ断層撮影ﾃﾞｼﾞﾀﾙ映像化処理装置
219AGBZX00061000 ﾊﾟﾉﾗﾃﾞｨｯｸｽ 近畿ﾚﾝﾄｹﾞﾝ工業社 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8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)
21600BZY00466000 ｱｲｽ SDI株式会社 049 歯科充填用材料  Ⅰ １ｇ \704
219AFBZX00061000 義歯床用強化ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ樹脂 東伸洋行株式会社 045 義歯床用スルフォン樹脂 １ｇ \23
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