
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10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 CT撮影装置
21700BZY00490000 ﾌﾞﾘﾘｱﾝｽ CT Big Bore 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 CT撮影装置
21800BZX10029000 ｶｰﾃﾞｨｻﾆｰ C630 ﾌｸﾀﾞ ｴﾑ･ｲｰ工業株式会社 電子ｽﾊﾟｲﾛﾒｰﾀ

全身麻酔ｼｽﾃﾑ Daisy Whispa ｱｲ･ｴﾑ･ｱｲ株式会社 麻酔器(Ⅱ)
人工呼吸器

全身麻酔ｼｽﾃﾑ Daisy TS ｱｲ･ｴﾑ･ｱｲ株式会社 麻酔器(Ⅱ)
人工呼吸器

21900BZY00045000 ｷﾞﾌﾞﾝ画像診断ｼｽﾃﾑ ｷﾞﾌﾞﾝ･ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ株式会社 内視鏡
219AABZX00088000 電子内視鏡 EB-470T ﾌｼﾞﾉﾝ株式会社 内視鏡
219AABZX00089000 電子内視鏡 EB-470S ﾌｼﾞﾉﾝ株式会社 内視鏡
219AABZX00108000 電子内視鏡 EB-470P ﾌｼﾞﾉﾝ株式会社 内視鏡
219AABZX00109000 電子内視鏡 EB-270P ﾌｼﾞﾉﾝ株式会社 内視鏡
219AABZX00110000 電子内視鏡 EB-270T ﾌｼﾞﾉﾝ株式会社 内視鏡
219AABZX00111000 電子内視鏡 EB-270S ﾌｼﾞﾉﾝ株式会社 内視鏡
219ADBZX00163000 ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾎﾙﾀ記録器 ﾃﾞｼﾞﾀﾙｳｫｰｸ FM-160 ﾌｸﾀﾞ電子株式会社 ﾎﾙﾀ心電計
219AGBZX00081000 ﾎﾙﾀｰ筋電計付刺激装置 ME3000 ｴﾑﾋﾟｰｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 筋電計(Ⅰ)
219AHBZX00020000 ﾃｨｯｼｭｵｷｼﾒｰﾀOXY-2 株式会社ﾋﾞｰｼｰｴｽ 光ﾄﾎﾟｸﾞﾗﾌｨｰ
219AIBZX00052000 無侵襲混合血酸素飽和度監視装置 INVOS5100C ｴﾄﾞﾜｰｽﾞﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ株式会社 ﾊﾟﾙｽｵｷｼﾒｰﾀ

21900BZX00744000

21900BZX00746000
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ISKWV
スタンプ



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10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)
20800BZY00747A01 ﾃｶﾞﾀﾞｰﾑ ﾊｲﾄﾞﾛｺﾛｲﾄﾞ ﾗｲﾄ ｽﾘｰｴﾑ ﾍﾙｽｹｱ株式会社 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
20900BZY00030A01 ﾃｶﾞﾀﾞｰﾑ ﾊｲﾄﾞﾛｺﾛｲﾄﾞ ｽﾘｰｴﾑ ﾍﾙｽｹｱ株式会社 106 皮膚欠損用創傷被覆材 (2) 皮下組織に至る創傷用 ① 標準型 １㎠当たり

\14
21500BZZ00123000 麻酔ｷｯﾄ 株式会社ﾎｷﾞﾒﾃﾞｨｶﾙ 020 プラスチックカニューレ型静脈内留置針 (1) 標準型  \98
21600BZZ00642000 PTA用ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙOTW 川澄化学工業株式会社 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
21700BZY00559000 ｽﾃﾘｯﾄﾞⅡ 日本ﾗｲﾌﾗｲﾝ株式会社 118 植込み式心臓ペースメーカ用リード (3) アクセサリー  \7,860
21800BZZ10063000 ｽｰﾊﾟｰﾌｨｸｿｰﾌﾞMX40 ﾀｷﾛﾝ株式会社 081 合成吸収性骨片接合材料 (10) シート・メッシュ型(Ⅰ)  \76,160

081 合成吸収性骨片接合材料 (11) シート・メッシュ型(Ⅱ)  \118,650
ﾌﾟﾗｽｵｰｿﾍﾟﾃﾞｨｯｸｽ CPS PLUS ｼｽﾃﾑ ﾌﾟﾗｽｵｰｿﾍﾟﾃﾞｨｯｸｽ株式会社 058 人工股関節用材料 (2) 大腿骨側材料 ② 大腿骨ステム(Ⅱ)  \444,000

060 オプション部品 (1) 人工股関節用部品  \31,500
21900BZX00732000 ﾊﾞｲｵﾄﾛﾆｯｸ PTA ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ ﾊﾞｲｵﾄﾛﾆｯｸ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 ア 標準型  \84,700
21900BZX00735000 AO USSⅡPolyaxial Screw ｼｽﾃﾑ(滅菌) ｼﾝｾｽ株式会社 065 脊椎固定用材料 (6) 脊椎スクリュー（可動型）  \120,000
21900BZX00736000 DTJﾐﾆｽｸﾘｭｰ ﾒｲﾗ株式会社 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 イ 圧迫調整固

定用・両端ねじ型 ⅱ 一般用
 \58,900

21900BZX00739000 LCP ｸﾗﾋﾞｸﾙﾌｯｸﾌﾟﾚｰﾄｼｽﾃﾑ(滅菌) ｼﾝｾｽ株式会社 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
21900BZX00740000 Sapphire ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ ｵｰﾊﾞｽﾈｲﾁﾒﾃﾞｨｶﾙ株式会社 135 心臓手術用カテーテル (1) 経皮的冠動脈形成術用カテーテル ① 一般型  \151,000

AO Axon OC-Fushion ｼｽﾃﾑ(滅菌) 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 (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
065 脊椎固定用材料 (7) 脊椎コネクター  \49,600

21900BZX00760000 ﾃﾙﾓPTCAｶﾃｰﾃﾙRX-3 ﾃﾙﾓ株式会社 135 心臓手術用カテーテル (1) 経皮的冠動脈形成術用カテーテル ① 一般型  \151,000
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
21900BZY00045000 ｷﾞﾌﾞﾝ画像診断ｼｽﾃﾑ ｷﾞﾌﾞﾝ･ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ株式会社 153 カプセル型内視鏡  \77,200
21900BZY00062000 ｲﾝﾀｰﾎﾞﾃﾞｨｰｽﾍﾟｰｻｰ IBS-Titan 株式会社ﾋﾟｰﾀｰ･ﾌﾞﾚｰﾑ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ 079 人工骨 (2) 専用型 ⑤ 椎体固定用 ア １椎体用  \216,000
21900BZY00071000 ｵﾍﾞﾘｽｸ 欧和通商株式会社 079 人工骨 (2) 専用型 ⑤ 椎体固定用 イ その他  \392,000
21900BZY00078000 滅菌済TSRH-RPｵﾌｾｯﾄｽｸﾘｭｰ ﾁﾀﾝ製 ﾒﾄﾞﾄﾛﾆｯｸｿﾌｧﾓｱﾀﾞﾈｯｸ株式会社 065 脊椎固定用材料 (5) 脊椎スクリュー（固定型）  \93,200
219AABZX00162000 ｸﾘﾆｰENBDﾁｭｰﾌﾞ ｸﾘｴｰﾄﾒﾃﾞｨｯｸ株式会社 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
219AIBZX00088000 ｺﾝﾌｧ腎盂ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 株式会社ｴﾌｽﾘｨｰ 031 腎瘻又は膀胱瘻用カテーテル及びカテーテルセット (1) 腎瘻用カテーテル ⑤

腎盂バルーン型
 \2,690

21900BZX00748000

21900BZX00669000
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２．歯科
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10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)
21600BZY00601000 臼歯ﾊﾞﾝﾄﾞ 株式会社ﾊﾞｲｵﾃﾞﾝﾄ 002 歯科矯正用帯環　犬歯用及び臼歯用 １個 \182
21600BZZ00481000 ﾍﾞｰﾀﾁﾀﾝﾜｲﾔｰ ﾃﾞﾝﾂﾌﾟﾗｲ三金株式会社 018 矯正用線 （特殊丸型） １本 \432

019 矯正用線 (特殊角型) １本 \432
219AABZX00209000 ﾒﾀｶﾗｰ ﾌﾟﾗｲﾑｱｰﾄ ｻﾝﾒﾃﾞｨｶﾙ株式会社 040 歯冠用光重合硬質レジン １ｇ \703
219AFBZX00098000 ｼﾝｼｱﾌﾞﾚｰｽ ﾉﾘﾀｹ機材株式会社 004 ダイレクトボンド用ブラケット １個 \286

ﾌﾟﾛﾋﾞﾅｲｽ ﾌｧｽﾄ 株式会社松風 043 義歯床用アクリリック即時硬化樹脂 （粉末） １ｇ \28
044 義歯床用アクリリック即時硬化樹脂 （液） １mL \19

219AKBZX00091000 ﾄﾗﾝｽﾎﾞﾝﾄﾞ ﾌﾟﾗｽ ｶﾗｰﾁｪﾝｼﾞ 光重合接着材 037 ダイレクトボンド用ボンディング材 １ｇ \900
219AKBZX00092000 ｸﾘｱﾃｨ SL ｾﾙﾌﾗｲｹﾞｰﾃｨﾝｸﾞ ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ ｼｽﾃﾑ 004 ダイレクトボンド用ブラケット １個 \286

ｽﾘｰｴﾑ ﾍﾙｽｹｱ株式会社

219AIBZX00084000
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楕円


