
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11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
21500BZY00403000 ｲﾝﾁｭﾍﾞｰｼｮﾝﾌｧｲﾊﾞｰｽｺｰﾌﾟ ｴﾑ･ｼｰ･ﾒﾃﾞｨｶﾙ株式会社 内視鏡
21600BZY00217000 ｲﾝﾃﾗ ｱﾁｰﾊﾞ 1.5T 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 MRI装置

iSleep 20 在宅人工呼吸器(Ⅲ)
人工呼吸器

iSleep 22 ﾊﾞｲﾚﾍﾞﾙ 在宅人工呼吸器(Ⅲ)
人工呼吸器

ｽﾏｰﾄﾍﾞﾝﾁﾚｰﾀ Vivo 40 在宅人工呼吸器(Ⅰ)
人工呼吸器

iSleep 20i 在宅人工呼吸器(Ⅲ)
人工呼吸器

21900BZX00741000 ｴｲｼｽ ｼﾞｰｲｰ横河ﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑ株式会社 麻酔器(Ⅱ)
PET/CT装置 Eminence STARGATE 株式会社島津製作所 ﾎﾟｼﾞﾄﾛﾝCT装置

CT撮影装置
Q2 Plus ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ ﾎｽﾋﾟｰﾗ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 体液量等測定装置(Ⅰ)

心臓ｶﾃｰﾃﾙ検査装置
219AABZX00241000 SOMATOM ｽﾋﾟﾘｯﾄ CT撮影装置
219AABZX00242000 SOMATOM ｽﾋﾟﾘｯﾄ ﾊﾟﾜｰ CT撮影装置
219ABBZX00108000 ｴﾐｯｼｮﾝ CT 装置 FORTE JETSTREAM AZ 株式会社日立ﾒﾃﾞｨｺ ｴﾐｯｼｮﾝCT装置
219ABBZX00253000 EVIS LUCERA 細径胸腔ﾋﾞﾃﾞｵｽｺｰﾌﾟ OLYMPUS LTF TYPE 260 内視鏡
219ABBZX00256000 EVIS LUCERA 大腸ﾋﾞﾃﾞｵｽｺｰﾌﾟ OLYMPUS CF TYPE H260D ｼﾘｰｽﾞ 内視鏡
219AGBZX00090000 ｺｰﾜ WX-1 興和株式会社 眼底ｶﾒﾗ(Ⅱ)
219AGBZX00094000 ｺﾝﾊﾟｸﾄ防水ﾎﾙﾀｰ心電計 Kenz Cardy302Max ﾎﾙﾀ心電計
219AGBZX00094A01 ｺﾝﾊﾟｸﾄ防水ﾎﾙﾀｰ心電計 Kenz Cardy302Mini ﾎﾙﾀ心電計
219AIBZX00051000 ﾗﾌﾞﾃｯｸ ﾊﾟｿｺﾝ 心電計 (愛称 ﾃﾞｭﾅ) ﾒﾃﾞｨｶﾙﾃｸﾆｶ有限会社 心電図(Ⅰ)
219AKBZX00124000 尿管鏡 内視鏡
219AKBZX00125000 DCI喉頭鏡 内視鏡

株式会社ｽｽﾞｹﾝ

ｴﾑ･ｼｰ･ﾒﾃﾞｨｶﾙ株式会社

21900BZX00784000

21900BZX00791000

ｼｰﾒﾝｽ旭ﾒﾃﾞｨﾃｯｸ株式会社

ｵﾘﾝﾊﾟｽﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ株式会社

21900BZX00420000 ﾁｪｽﾄ株式会社

21900BZX00442000

21900BZX00615000

21900BZX00712000
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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11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)
21600BZG00011000 ﾃﾞｨﾃﾞｪｺ熱交換器 CSC14 ｿｰﾘﾝ株式会社 132 人工心肺回路 (6) 個別機能品 ⑧ 熱交換器  \23,500
21700BZY00519000 OSAS ﾐﾆｽｸﾘｭｰ 安永ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｼｽﾃﾑ株式会社 061 固定用内副子（スクリュー） (8) その他のスクリュー ① 標準型 ア 小型スク

リュー（頭蓋骨・顔面・上下顎骨用）
 \4,720

21800BZY10146000 ﾆﾌﾟﾛﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ ﾆﾌﾟﾛ株式会社 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
21900BZX00720000 ｵｷｼｱIC 株式会社ｼﾞｪｲ･ｴﾑ･ｴｽ 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
21900BZX00759000 ｼﾝｸﾛﾒｯﾄﾞⅡﾎﾟﾝﾌﾟ 日本ﾒﾄﾞﾄﾛﾆｯｸ株式会社 115 植込み型輸液ポンプ  \1,720,000

ﾏﾙﾁﾃﾞｨﾒﾝｼｮﾅﾙﾈｲﾙ 瑞穂医科工業株式会社 074 髄内釘 (1) 髄内釘 ② 横止め型  \263,000
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 ① 標準型  \28,100
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 (3) ワッシャー・ナット  \25,400

21900BZX00762000 ACJﾌﾟﾚｰﾄ 瑞穂医科工業株式会社 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
ﾊﾞｰｻﾈｲﾙ TEN 株式会社日本ｴﾑ･ﾃﾞｨ･ｴﾑ 074 髄内釘 (1) 髄内釘 ② 横止め型  \263,000

074 髄内釘 (2) 横止めスクリュー ① 標準型  \28,100
074 髄内釘 (2) 横止めスクリュー ② 大腿骨頸部型  \61,900

21900BZX00770000 AO ExpertTM ﾌﾟﾛｷｼﾏﾙﾋｭｰﾒﾗﾙﾈｲﾙｼｽﾃﾑ(滅
菌)

074 髄内釘 (1) 髄内釘 ② 横止め型  \263,000

ﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾋｯﾌﾟｽｸﾘｭｰｼｽﾃﾑ TAN(滅菌) 063 大腿骨外側固定用内副子 (1) つばなしプレート（生体用合金Ⅰ）  \92,300
063 大腿骨外側固定用内副子 (3) つばつきプレート（生体用合金Ⅰ）  \182,000
063 大腿骨外側固定用内副子 (5) ラグスクリュー（生体用合金Ⅰ）  \57,800
063 大腿骨外側固定用内副子 (8) 圧迫固定スクリュー（生体用合金Ⅰ）  \10,900

OM Femoral Nail ｼｽﾃﾑ 株式会社ｵｰﾐｯｸ 074 髄内釘 (2) 横止めスクリュー ① 標準型  \28,100
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

AO Lotus 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
065 脊椎固定用材料 (1) 脊椎ロッド  \56,900

ｷｬﾋﾟｵｯｸｽFX ﾃﾙﾓ株式会社 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
132 人工心肺回路 (6) 個別機能品 ⑤ ラインフィルター  \23,300

21900BZX00778000 ｴﾚｸﾄ ﾊﾞｲｵﾄﾛﾆｯｸｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 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
21900BZX00783000 ﾊﾞｰｻﾈｲﾙ ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ ﾌｪﾓﾗﾙ 株式会社日本ｴﾑ･ﾃﾞｨ･ｴﾑ 074 髄内釘 (1) 髄内釘 ② 横止め型  \263,000

AO Matrix Neuro ｼｽﾃﾑ ｼﾝｾｽ株式会社 062 固定用内副子（プレート） (9) その他のプレート ① 標準 エ 頭蓋骨閉鎖用 ⅰ
バーホール型

 \25,900

062 固定用内副子（プレート） (9) その他のプレート ① 標準 ア 指骨、頭蓋骨、顔
面骨、上下顎骨用 ⅱ メッシュ型

 \112,000

061 固定用内副子（スクリュー） (8) その他のスクリュー ① 標準型 ア 小型スク
リュー（頭蓋骨・顔面・上下顎骨用）

 \4,720

062 固定用内副子（プレート） (9) その他のプレート ① 標準 ア 指骨、頭蓋骨、顔
面骨、上下顎骨用 ⅰ ストレート型・異形型

 \18,800

ｼﾝｾｽ株式会社 074 髄内釘 (1) 髄内釘 ② 横止め型  \263,000
074 髄内釘 (2) 横止めスクリュー ① 標準型  \28,100

CONSERVE® 人工股関節ｼｽﾃﾑ ﾗｲﾄ･ﾒﾃﾞｨｶﾙ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 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
058 人工股関節用材料 (1) 骨盤側材料 ③ ライナー  \72,100
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

21900BZY00081000 ｱｸｱｾﾙ Ag ﾌﾞﾘｽﾄﾙ･ﾏｲﾔｰｽﾞｽｸｲﾌﾞ株式会社 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

219AABZX00243000 COOK ﾊﾞﾙｰﾝ泌尿器用ｶﾃｰﾃﾙｷｯﾄ Cook Japan株式会社 140 尿路拡張用カテーテル (1) 尿管用  \50,200

21900BZY00080000

21900BZX00813000

ｼﾝｾｽ株式会社

21900BZX00771000

21900BZX00772000

21900BZX00814000 ExpertTM R/AFNｼｽﾃﾑ(滅菌)

21900BZX00769000

21900BZX00761000

21900BZX00773000

21900BZX00776000

2



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11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)
20500BZY00947000 ｷｬｽﾄﾁｭｰﾌﾞ 株式会社ﾊﾞｲｵﾃﾞﾝﾄ 005 チューブ １個 \422
20800BZY00028000 ﾃﾞｭｵﾘﾝｸ 046 歯科用合着・接着材料Ⅰ（粉末・液） １ｇ \441
20800BZY00879000 ｴﾘｰﾄﾌﾛ 049 歯科充填用材料  Ⅰ １ｇ \704
20900BZY00562000 ｺｱﾌﾛ 052 複合レジン  築造用 （硬化後フィラー60％以

上)
１ｇ \306

21000BZY00499000 ｴﾘｰﾄﾌﾛ LV 049 歯科充填用材料  Ⅰ １ｇ \704
218AFBZX00063000 P.D.R ｸﾞﾗｽｱｲｵﾉﾏｰｾﾒﾝﾄ ｱﾘｱ ﾉﾘﾀｹ機材株式会社 047 歯科用合着・接着材料Ⅱ（粉末・液） １ｇ \103
219AFBZX00101000 ｴｽﾃﾗｲﾄΣｸｲｯｸ 049 歯科充填用材料  Ⅰ １ｇ \704
219AFBZX00102000 ｴｽﾃﾗｲﾄPｸｲｯｸ 049 歯科充填用材料  Ⅰ １ｇ \704

株式会社ﾄｸﾔﾏﾃﾞﾝﾀﾙ

株式会社ｴｲｺｰ
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ISKWV
スタンプ


