
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12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
218AIBZX00043A01 ｱｰﾃｨｽ zee 診断用X線装置
218AIBZX00067A01 ｱｰﾃｨｽ zee MP 診断用X線装置
218AIBZX00069A01 ｱｰﾃｨｽ zee T 診断用X線装置

VPAP ｱﾀﾞﾌﾟﾄ SV 在宅人工呼吸器(Ⅰ)
在宅人工呼吸器(Ⅲ)
人工呼吸器

ｵｰﾄｾｯﾄ CS 在宅人工呼吸器(Ⅰ)
在宅人工呼吸器(Ⅲ)
人工呼吸器

21900BZX00177000 ﾆｭｰﾎﾞﾗｽ ｸﾗｼｯｸG 眼科用光凝固装置
21900BZX00178000 ｸﾗｼｯｸ ｴｰｱｰﾙ(Classic Ar) 眼科用光凝固装置
21900BZX00822000 ｱﾝﾌﾟ蘇生ﾊﾞｯｸﾞﾏｰｸⅣ ｱｲ･ｴﾑ･ｱｲ株式会社 人工呼吸器
21900BZX00944000 ｴﾝｸﾞｽﾄﾛｰﾑ ｹｱｽﾃｰｼｮﾝ ｼﾞｰｲｰ横河ﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑ株式会社 人工呼吸器
21900BZX00947000 ｴﾀﾆﾃｨｰ 参天製薬株式会社 後房ﾚﾝｽﾞ
21900BZY00057000 FDG自動合成装置 ｾﾃｨｶﾝﾊﾟﾆｰﾘﾐﾃｯﾄﾞ FDG合成装置
219AABZI00262000 ｶﾞﾘﾚｵｽ ｼﾛﾅﾃﾞﾝﾀﾙｼｽﾃﾑｽﾞ株式会社 CT撮影装置
219AABZX00116000 総合刺激装置 ES-530 伊藤超短波株式会社 低周波治療器
219AABZX00118000 電子内視鏡 EG-250CT5 内視鏡
219AABZX00119000 電子内視鏡 EG-450CT5 内視鏡
219AABZX00120000 電子内視鏡 EG-250LP5 内視鏡
219AABZX00121000 電子内視鏡 EG-450LPS 内視鏡
219AABZX00123000 ﾍﾟﾝﾀｶﾑ 中央産業貿易株式会社 角膜形状解析装置
219AABZX00140000 電子内視鏡 EG-470N5 内視鏡
219AABZX00145000 電子内視鏡 EG-450G 内視鏡
219AABZX00146000 電子内視鏡 EG-470NH5 内視鏡
219AABZX00208000 総合刺激装置 ES-510 伊藤超短波株式会社 低周波治療器
219ABBZX00258000 EVIS LUCERA 上部消化管汎用ﾋﾞﾃﾞｵｽｺｰﾌﾟ OLYMPUS GIF TYPE KH260 ｵﾘﾝﾊﾟｽﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ株式会社 内視鏡
219ACBZX00027000 ｺﾛﾒﾄﾘｸｽ 170 ｼﾞｰｲｰ横河ﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑ株式会社 分娩監視装置
219ACBZX00029000 東芝ｽｷｬﾅ Aquilion ONE TSX-301A 東芝ﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ株式会社 CT撮影装置
219ADBZX00190000 ｶｰﾃﾞｨﾗｲﾄ ESP-300 ﾌｸﾀﾞ電子株式会社 心電計(Ⅱ)
219AGBZX00095000 ｴｱﾛﾓﾆﾀ AE-310S ﾐﾅﾄ医科学株式会社 電子ｽﾊﾟｲﾛﾒｰﾀ
219AGBZX00108000 ｺｰﾅﾝ ｽﾍﾟｷｭﾗｰﾏｲｸﾛｽｺｰﾌﾟ XI 株式会社ｺｰﾅﾝ･ﾒﾃﾞｨｶﾙ 角膜内皮細胞検査装置
219AHBZX00024000 散瞳･無散瞳眼底ｶﾒﾗ VISUCAM NM FA ｶｰﾙﾂｧｲｽﾒﾃﾞｨﾃｯｸ株式会社 眼底ｶﾒﾗ(Ⅱ)
219AHBZX00026000 心電計 ECG-1400 心電計(Ⅱ)
219AHBZX00027000 ﾎﾙﾀ心電計 ﾎﾙﾀ心電計
219AHBZX00028000 ﾎﾟｹｯﾄ CO2ﾓﾆﾀ WEC-7301 Capnoﾌﾟﾁ ﾓﾆﾀ
219AIBZX00086000 Biplanar500eX線装置 東洋ﾒﾃﾞｨｯｸ株式会社 診断用X線装置
219AIBZX00101000 ﾏﾝﾓﾏｰﾄ ｲﾝｽﾋﾟﾚｰｼｮﾝ ｼｰﾒﾝｽ旭ﾒﾃﾞｨﾃｯｸ株式会社 診断用X線装置
219AIBZX00103000 Ziehm Vision X線透視診断装置 東洋ﾒﾃﾞｨｯｸ株式会社 診断用X線装置

日本光電工業株式会社

ｼｰﾒﾝｽ旭ﾒﾃﾞｨﾃｯｸ株式会社

21900BZI00003000 ﾐｯｸｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ株式会社

21900BZI00004000

中央産業貿易株式会社

ﾌｼﾞﾉﾝ株式会社

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12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)
16200BZY00429000 ﾌﾟﾛﾃｯｸ･人工股関節 ｾﾝﾀｰﾊﾟﾙｽｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 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
20800BZY00083000 滅菌済ｺｰﾌﾛｰﾌｨｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ 株式会社ｼﾞｪｲｴｽｴｽ 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 ③

経腸栄養用
 \1,750

21600BZZ00215000 UTKⅡ ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ 012 血管造影用ガイドワイヤー (1) 一般用  \3,870
21600BZZ00255000 UCVｶﾃｰﾃﾙｷｯﾄ 021 中心静脈用カテーテル (1) 標準型 ② マルチルーメン イ セルジンガー型  \8,870
21600BZZ00514000 高圧PTCAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 川澄化学工業株式会社 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

GBｱｼﾞｬｽﾄﾌｨｯﾄ 富士ｼｽﾃﾑｽﾞ株式会社 039 気管切開後留置用チューブ (1) 一般型 ① カフ付き気管切開チューブ ア カフ
上部吸引機能あり ⅰ 一重管

 \5,330

003 在宅寝たきり患者処置用気管内ディスポーザブルカテーテル (1) 一般型 ①
カフ付き気管切開チューブ ア カフ上部吸引機能あり ⅰ 一重管

 \5,330

039 気管切開後留置用チューブ (1) 一般型 ① カフ付き気管切開チューブ イ カフ
上部吸引機能なし ⅰ 一重管

 \4,470

003 在宅寝たきり患者処置用気管内ディスポーザブルカテーテル (1) 一般型 ①
カフ付き気管切開チューブ イ カフ上部吸引機能なし ⅰ 一重管

 \4,470

ﾎﾟﾘﾈﾌﾛﾝ ﾆﾌﾟﾛ株式会社 006 在宅血液透析用特定保険医療材料（回路を含む。） (1) ダイアライザー ⑤ ホ
ローファイバー型及び積層型（キール型）（膜面積1.5㎡未満）(Ⅴ)

 \2,620

006 在宅血液透析用特定保険医療材料（回路を含む。） (1) ダイアライザー ⑩ ホ
ローファイバー型及び積層型（キール型）（膜面積1.5㎡以上）(Ⅴ)

 \2,660

041 人工腎臓用特定保険医療材料（回路を含む。） (1) ダイアライザー ⑤ ホロー
ファイバー型及び積層型（キール型）（膜面積1.5㎡未満）(Ⅴ)

 \2,620

041 人工腎臓用特定保険医療材料（回路を含む。） (1) ダイアライザー ⑩ ホロー
ファイバー型及び積層型（キール型）（膜面積1.5㎡以上）(Ⅴ)

 \2,660

006 在宅血液透析用特定保険医療材料（回路を含む。） (1) ダイアライザー ④ ホ
ローファイバー型及び積層型（キール型）（膜面積1.5㎡未満）(Ⅳ)

 \2,240

006 在宅血液透析用特定保険医療材料（回路を含む。） (1) ダイアライザー ⑨ ホ
ローファイバー型及び積層型（キール型）（膜面積1.5㎡以上）(Ⅳ)

 \2,350

041 人工腎臓用特定保険医療材料（回路を含む。） (1) ダイアライザー ④ ホロー
ファイバー型及び積層型（キール型）（膜面積1.5㎡未満）(Ⅳ)

 \2,240

041 人工腎臓用特定保険医療材料（回路を含む。） (1) ダイアライザー ⑨ ホロー
ファイバー型及び積層型（キール型）（膜面積1.5㎡以上）(Ⅳ)

 \2,350

21900BZX00785000 TOKIBO-Ambu ﾗﾘﾝｹﾞﾙﾏｽｸ ｱﾝｸﾞﾙﾀｲﾌﾟ S
(Single Use)

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

21900BZX00815000 ｱｽｷﾅ ﾊｲﾄﾞﾛ･ﾄﾗﾝｽﾍﾟｱﾚﾝﾄ ﾋﾞｰ･ﾌﾞﾗｳﾝｴｰｽｸﾗｯﾌﾟ株式会社 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

21900BZX00855000 AI-HIP ｾﾒﾝﾄﾚｽｽﾃﾑ 株式会社ﾃﾛｽｼﾞｬﾊﾟﾝ 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
21900BZX00856000 人工股関節 ｾﾒﾝﾄﾚｽｽﾃﾑ 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
21900BZX00860000 ｸｯｸﾏﾙﾁﾊﾞﾝﾄﾞﾘｹﾞｰﾀｰ 株式会社ﾒﾃﾞｨｺｽﾋﾗﾀ 103 内視鏡的食道静脈瘤結紮セット (2) 内視鏡的食道静脈瘤結紮セット（連発式）  \28,600

ｻﾝｴｰﾌﾟﾚｰﾄｼｽﾃﾑ ｻﾝｴｰ精工株式会社 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

21900BZX00933000 ｱｽｷﾅ ｿｰﾌﾞ ﾋﾞｰ･ﾌﾞﾗｳﾝｴｰｽｸﾗｯﾌﾟ株式会社 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

21900BZX00931000

21900BZX00777000

ﾕﾆﾁｶ株式会社

21900BZX00747000
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21900BZX00950000 ﾄﾚｽﾙﾎﾝHDF 東ﾚ株式会社 041 人工腎臓用特定保険医療材料（回路を含む。） (5) ヘモダイアフィルター  \2,790
21900BZY00026000 Synergy ｽﾊﾟｲﾅﾙﾌｨｸｾｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ ﾊﾞｲｵﾒｯﾄ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 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 (8) トランスバース固定器  \79,300
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 (4) 椎体フック  \82,300
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 (5) 脊椎スクリュー（固定型）  \93,200
065 脊椎固定用材料 (1) 脊椎ロッド  \56,900

21900BZY00082000 PROFEMUR®S 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 (2) 大腿骨側材料 ① 大腿骨ステム(Ⅰ)  \610,000
21900BZY00083000 ｺｰﾃﾞｨｽ ｵﾌﾟﾄｲｰｽﾞ 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 (4) 下大静脈留置フィルターセット　の一部 ※
21900BZY00084000 ｱﾙｼﾞｻｲﾄ M ｽﾐｽ･ｱﾝﾄﾞ･ﾈﾌｭｰ ｳﾝﾄﾞﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株式会社 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
219AABZX00244000 ﾄｯﾌﾟｵｰﾊﾞｰﾁｭｰﾌﾞ 102 食道静脈瘤硬化療法用セット (4) 食道静脈瘤硬化療法用ガイドチューブ  \33,300
219AABZX00257000 ﾊﾞﾘｵﾗｲｹﾞｰﾀｰ 103 内視鏡的食道静脈瘤結紮セット (1) 内視鏡的食道静脈瘤結紮セット（単発式）  \19,500
219AABZX00263000 COOK泌尿器用 尿路結石異物除去用ｶﾃｰﾃﾙ Cook Japan株式会社 142 腎・尿管結石除去用カテーテルセット  \39,200
※　当該製品は、決定機能区分を満たす医療材料の一部であるため当該製品単体では算定できない。

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12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)
16200BZY00940000 ﾋﾞｽｺｱｰ 052 複合レジン  築造用 （硬化後フィラー60％以上) １ｇ \306
20600BZY00007000 ｵｰﾙﾎﾞﾝﾄﾞ2 046 歯科用合着・接着材料Ⅰ（粉末・液） １ｇ \441
20700BZY01297000 ﾋﾞｽﾌｨﾙ2B 050 歯科充填用材料  Ⅱ １ｇ \270
20800BZY00341000 ﾜﾝｽﾃｯﾌﾟ 046 歯科用合着・接着材料Ⅰ（粉末・液） １ｇ \441
21300BZY00698000 ﾎﾟｽﾄｾﾒﾝﾄHI-X 046 歯科用合着・接着材料Ⅰ（粉末・液） １ｇ \441

ｼｰﾑﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞA 001 歯科矯正用帯環　切歯用 １個 \173
002 歯科矯正用帯環　犬歯用及び臼歯用 １個 \182

VIM 017 矯正用線 （角型） １本 \261
016 矯正用線 （丸型） １本 \424

218AKBZX00072000 VIM-NT 020 超弾性矯正用線 （丸型及び角型） １本 \527
218AKBZX00073000 VIM-CC 017 矯正用線 （角型） １本 \261
219AFBZX00129000 ﾙｰﾗｰ 株式会社ｸｴｽﾄ 032 レジン歯  臼歯用 （ＪＩＳマーク表示品） ８本１組

\269

株式会社ﾄｯﾌﾟ

21700BZZ00363000 ﾄﾐｰ株式会社

218AKBZX00071000 株式会社ｵｰﾗﾙｹｱ

株式会社ｴｲｺｰ
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