
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9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
218AABZX00034000 ｱﾙﾌｧｰﾄﾞｼﾘｰｽﾞ 朝日ﾚﾝﾄｹﾞﾝ工業株式会社 CT撮影装置
218ALBZX00008000 ｽｰﾊﾟｰﾃｸﾄﾛﾝ HX606 株式会社ﾃｸﾉﾘﾝｸ 低周波治療器
21900BZX00419000 ｽﾏｰﾄｳｫｯﾁ PMP-300 株式会社ｳｪｰﾌﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ 終夜睡眠診断装置(Ⅰ)

BiPAPｼﾝｸﾛﾆｰ2 ﾌｼﾞ･ﾚｽﾋﾟﾛﾆｸｽ株式会社 人工呼吸器
在宅人工呼吸器(Ⅰ)
在宅人工呼吸器(Ⅲ)

21900BZX00683000 ﾎﾞﾙｹｰﾉ ｲﾝﾋﾞｼﾞｮﾝｺﾞｰﾙﾄﾞ ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ ｼｽﾃﾑ 株式会社ｸﾞｯﾄﾞﾏﾝ 超音波検査装置(Ⅳ)
219AABZX00035000 電子内視鏡 EG-270NH5 内視鏡
219AABZX00044000 電子内視鏡 EC-250WM5 内視鏡
219AABZX00045000 電子内視鏡 EG-250WR5 内視鏡
219AABZX00046000 電子内視鏡 EG-250FP5 内視鏡
219AABZX00047000 電子内視鏡 EG-250PE5 内視鏡
219AABZX00069000 電子内視鏡 EG-450WR5/H 内視鏡
219AABZX00070000 電子内視鏡 EG-450WR5 内視鏡
219AABZX00071000 電子内視鏡 EG-450PE5 内視鏡
219AABZX00086000 電子内視鏡 EC-250WL5 内視鏡
219AABZX00087000 電子内視鏡 EC-450WL5 内視鏡
219AABZX00091000 電子内視鏡 EC-450WM5 内視鏡
219AABZX00092000 電子内視鏡 EC-450MP5 内視鏡
219AABZX00093000 電子内視鏡 EC-250MP5 内視鏡
219AABZX00179000 ﾌﾟﾚﾋﾞｽﾀ CT撮影装置

219AABZX00187000 ｼﾞﾚﾓﾋﾞｰﾙ ｺﾝﾊﾟｸﾄ L 診断用X線装置
219AABZX00193000 ARCADIS ﾊﾞﾘｯｸ 診断用X線装置
219AABZX00205000 ｱｷｭｿﾝ  X150 持田ｼｰﾒﾝｽﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑ株式会社 超音波検査装置(Ⅱ)
219ABBZX00147000 ﾋﾞﾃﾞｵ鼻咽喉ｽｺｰﾌﾟ VNL-100STs 内視鏡
219ABBZX00156000 ﾋﾞﾃﾞｵ上部消化管ｽｺｰﾌﾟ EG-2990i 内視鏡
219ABBZX00162000 PVE ﾋﾞﾃﾞｵ気管支ｽｺｰﾌﾟ EB-1170K 内視鏡
219ABBZX00195000 ﾋﾞﾃﾞｵ超音波内視鏡 EG-3870UTK 内視鏡
219ABBZX00221000 PVE ﾋﾞﾃﾞｵ膀胱ｽｺｰﾌﾟ ECY-1570 内視鏡
219ABBZX00226000 X線撮影装置 Radnext50 株式会社日立ﾒﾃﾞｨｺ 診断用X線装置
219ADBZX00150000 s5i ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ ｼｽﾃﾑ ﾎﾞﾙｹｰﾉ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 超音波検査装置(Ⅳ)
219ADBZX00158000 心機図検査装置 MES-1000 ﾌｸﾀﾞ電子株式会社 心電計(Ⅱ)

日本ﾒﾃﾞｨｶﾙﾏﾃﾘｱﾙ株式会社

ｼｰﾒﾝｽ旭ﾒﾃﾞｨﾃｯｸ株式会社

ﾍﾟﾝﾀｯｸｽ株式会社

21900BZX00642000

ﾌｼﾞﾉﾝ株式会社
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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9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)
21500BZY00513A01 ｿｰﾚDR 117 ペースメーカ (7) デュアルチャンバ（Ⅳ型）  \1,270,000
21600BZY00614A01 ｿｰﾚSR 117 ペースメーカ (3) シングルチャンバ（Ⅱ型）  \1,190,000
21600BZY00615A01 ｿｰﾚVDR 117 ペースメーカ (5) デュアルチャンバ（Ⅱ型）  \1,220,000
21600BZZ00236000 手術基本ｾｯﾄ 株式会社ﾘﾌﾞﾄﾞｩｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 020 プラスチックカニューレ型静脈内留置針 (1) 標準型  \98

020 プラスチックカニューレ型静脈内留置針 (2) 針刺し事故防止機構付加型  \115
21600BZZ00236000 手術基本ｾｯﾄ 株式会社ﾘﾌﾞﾄﾞｩｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 029 吸引留置カテーテル (1) 能動吸引型 ① 胸腔用 ア 一般型 ⅰ 軟質型  \2,030

029 吸引留置カテーテル (1) 能動吸引型 ① 胸腔用 ア 一般型 ⅱ 硬質型  \1,350
029 吸引留置カテーテル (2) 受動吸引型 ② 胆膵用 ア 胆管チューブ  \1,910
029 吸引留置カテーテル (2) 受動吸引型 ① フィルム・チューブドレーン ア フィル  \311
029 吸引留置カテーテル (2) 受動吸引型 ① フィルム・チューブドレーン イ チュー  \980

21600BZZ00236000 手術基本ｾｯﾄ 株式会社ﾘﾌﾞﾄﾞｩｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 040 膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル (1) ２管一般(Ⅰ)  \268
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
040 膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル (4) 特定(Ⅰ)  \778
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

218ADBZX00036000 ﾏﾙﾁﾁｬﾈﾙ ﾄﾞﾚﾅｰｼﾞ ｾｯﾄ 日本ｼｬｰｳｯﾄﾞ株式会社 029 吸引留置カテーテル (1) 能動吸引型 ④ 創部用 ア 軟質型  \7,080
ﾗｸﾄｿｰﾌﾞ 株式会社ﾒﾃﾞｨｶﾙﾕｰｱﾝﾄﾞｴｲ 081 合成吸収性骨片接合材料 (4) その他のプレート  \59,300

081 合成吸収性骨片接合材料 (3) ストレートプレート  \42,700
081 合成吸収性骨片接合材料 (1) スクリュー ② 頭蓋・顎・顔面・小骨用  \36,900

ﾌﾟﾘﾓｯｸｽ ｿｰﾘﾝ株式会社 129 ディスポーザブル人工肺 (1) 膜型肺 ① 体外循環型（リザーバー機能あり）  \189,000
129 ディスポーザブル人工肺 (1) 膜型肺 ② 体外循環型（リザーバー機能なし）  \174,000

21900BZX00668000 ｴｸｽﾌﾟﾚｽLD血管拡張用ｽﾃﾝﾄｼｽﾃﾑ ﾎﾞｽﾄﾝ･ｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 138 血管内手術用カテーテル (2) 末梢血管用ステントセット  \234,000
21900BZX00682000 ﾚﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ 株式会社ｸﾞｯﾄﾞﾏﾝ 007 血管内超音波プローブ (2) 標準(Ⅱ)  \151,000
21900BZY00065000 ﾊﾟｰｸﾛｰｽﾞ PROGLIDE ｱﾎﾞｯﾄ ﾊﾞｽｷｭﾗｰ ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 112 経皮的冠動脈形成術用穿刺部止血材料  \27,200

K-MAX AHT HIPｼｽﾃﾑ 日本ﾒﾃﾞｨｶﾙﾏﾃﾘｱﾙ株式会社 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
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

219ADBZX00124000 ｾｲﾌｱｸｾｽ 輸液ｾｯﾄ 日本ｼｬｰｳｯﾄﾞ株式会社 002 在宅中心静脈栄養用輸液セット  \2,010

21900BZZ00030000

21900BZG00010000

21900BZI00002000

ｿ-ﾘﾝ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社
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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9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
219AABZX00179000 ﾌﾟﾚﾋﾞｽﾀ 日本ﾒﾃﾞｨｶﾙﾏﾃﾘｱﾙ株式会社 歯科ﾊﾟﾉﾗﾏ断層撮影ﾃﾞｼﾞﾀﾙ映像化処理装置
219AGBZX00046000 ﾋﾞｽﾀｽｷｬﾝ ﾌﾟﾗｽ 株式会社ﾖｼﾀﾞ 歯科ｴｯｸｽ線撮影ﾃﾞｼﾞﾀﾙ映像化処理装置

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9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)
21200BZY00042000 TP ﾓｰﾗｰﾁｭｰﾌﾞ 005 チューブ １個 \422
21200BZY00151000 TP ﾇｰｴｯｼﾞLNﾌﾞﾗｹｯﾄ 004 ダイレクトボンド用ブラケット １個 \286
21200BZY00352000 TP MXi 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
21700BZY00018000 Silkonﾌﾞﾗｹｯﾄ 株式会社ﾊﾞｲｵﾃﾞﾝﾄ 004 ダイレクトボンド用ブラケット １個 \286
219AGBZX00051000 ｺﾞｰ! 046 歯科用合着・接着材料Ⅰ（粉末・液） １ｇ \441
219AGBZX00063000 ﾘﾊﾞﾙｰﾃｨﾝｸﾞﾌﾟﾗｽ 046 歯科用合着・接着材料Ⅰ（粉末・液） １ｇ \441

SDI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
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