
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２０年２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
21700BZX00244000 ｺﾝﾀｸﾄﾚﾝｽﾞｵﾌｻﾙﾓﾀﾞｲﾅﾓﾒｰﾀｰ 中央産業貿易株式会社 網膜中心血管測定装置(Ⅰ)
218ADBZI00032000 SonoSiteMicroMaxxｼﾘｰｽﾞ 株式会社ｿﾉｻｲﾄ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ 超音波検査装置(Ⅱ)

21900BZG00013000 人工呼吸器3100BHFOV 人工呼吸器
21900BZG00013000 在宅人工呼吸器(Ⅰ)
21900BZI00006000 BISﾓﾆﾀVistaA-300 日本光電工業株式会社 脳波計
21900BZX00774000 ﾗﾌﾞﾃｯｸﾊﾟｿｺﾝﾎﾙﾀ ﾒﾃﾞｨｶﾙﾃｸﾆｶ有限会社 ﾎﾙﾀ心電計
21900BZX01130000 ONCORｲﾝﾌﾟﾚｯｼｮﾝﾌﾟﾗｽ 治療用粒子加速装置(Ⅱ)
21900BZX01130000 血液X線照射装置
21900BZX01131000 ONCORｲﾝﾌﾟﾚｯｼｮﾝ 治療用粒子加速装置(Ⅱ)
21900BZX01131000 血液X線照射装置
21900BZX01247000 ｴﾝﾃﾞﾊﾞｰCR 誘発反応測定装置
21900BZX01247000 脳波計
21900BZX01247000 筋電計
21900BZX01250000 ﾆｺﾚｰﾜﾝﾏﾙﾁﾓﾀﾞﾘﾃｨ 誘発反応測定装置
21900BZX01251000 ﾆｺﾚｰﾜﾝ 脳波計
219ADBZI00197000 SonoSiteMｼﾘｰｽﾞ 超音波検査装置(Ⅱ)

219ADBZX00188000 ｻｲﾄﾗｲﾄ5 株式会社ﾒﾃﾞｨｺﾝ 超音波検査装置(Ⅰ)
219ADBZX00199000 ｶｰﾃﾞｨｵｽﾀｰFX-7542 ﾌｸﾀﾞ電子株式会社 心電計(Ⅱ)

ｱｲ･ｴﾑ･ｱｲ株式会社

ｼｰﾒﾝｽ旭ﾒﾃﾞｨﾃｯｸ株式会社

ﾆｺﾚｰ･ﾊﾞｲｵﾒﾃﾞｨｶﾙ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

株式会社ｿﾉｻｲﾄ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ
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１．医科
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２０年２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)
簡易処置ｷｯﾄ 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

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 (5) 特定(Ⅱ)  \2,220

 \4,470
 

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 (5) 特定(Ⅱ)  \2,220
040 膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル (6) 圧迫止血  \4,700
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
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
028 胃管カテーテル (1) シングルルーメン  \94
028 胃管カテーテル (2) ダブルルーメン ① 標準型  \542
028 胃管カテーテル (1) シングルルーメン  \94
020 プラスチックカニューレ型静脈内留置針 (1) 標準型  \98
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 (5) 特定(Ⅱ)  \2,220
145 輸血用血液フィルター（微小凝集塊除去用）  \2,660
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  \5,330
020 プラスチックカニューレ型静脈内留置針 (1) 標準型  \98
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 (4) 特定(Ⅰ)  \778
028 胃管カテーテル (2) ダブルルーメン ② 特殊型  \1,560
028 胃管カテーテル (2) ダブルルーメン ① 標準型  \542

ｵｽﾃｵﾄﾗﾝｽ･ﾌﾟﾗｽ30 ｽｸﾘｭｰ 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
ｵｽﾃｵﾄﾗﾝｽ･ﾌﾟﾗｽ40 ﾌﾟﾚｰﾄ 081 合成吸収性骨片接合材料 (11) シート・メッシュ型(Ⅱ)  \118,650
PICC ｷｯﾄ 021 中心静脈用カテーテル (1) 標準型 ① シングルルーメン イ セルジンガー型  \2,130

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  \2,130
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
021 中心静脈用カテーテル (1) 標準型 ② マルチルーメン ア スルーザカニューラ  \3,310

21900BZX01136000 Kｴﾙﾎﾞｰｼｽﾃﾑ ﾊﾞｲｵﾒｯﾄ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 067 人工肘関節用材料 (2) 尺骨側材料  \319,000
21900BZX01166000 ﾒﾄﾞﾄﾛﾆｯｸ Sensia DR 日本ﾒﾄﾞﾄﾛﾆｯｸ株式会社 117 ペースメーカ (7) デュアルチャンバ（Ⅳ型）  \1,270,000
21900BZX01167000 ﾒﾄﾞﾄﾛﾆｯｸ Sensia SR 日本ﾒﾄﾞﾄﾛﾆｯｸ株式会社 117 ペースメーカ (3) シングルチャンバ（Ⅱ型）  \1,190,000

ﾔｻｰｷﾞﾙ ﾁﾀﾝ脳動脈瘤ｸﾘｯﾌﾟ 082 脳動脈瘤手術クリップ (1) 標準型  \21,800
082 脳動脈瘤手術クリップ (2) 特殊型  \19,800

ﾔｻｰｷﾞﾙ ﾌｨﾉｯｸｽ脳動脈瘤ｸﾘｯﾌﾟ 082 脳動脈瘤手術クリップ (1) 標準型  \21,800
082 脳動脈瘤手術クリップ (2) 特殊型  \19,800

21900BZX01172000 AVMﾏｲｸﾛｸﾘｯﾌﾟ 084 脳動静脈奇形手術用等クリップ  \2,220
21900BZX01173000 血管ｸﾘｯﾌﾟ 083 脳血流遮断用クリップ  \8,630
21900BZX01252000 ｴﾚｸﾄ LE PTCA ﾊﾞﾙｰﾝ 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

ｽﾀｰﾘﾝｸﾞ PTA ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ OTW 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 (3) ＰＴＡバルーンカテーテル ① 一般型 ア 標準型  \84,700
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

21900BZX01255000 CPS ﾙﾐﾅﾘｰｶﾃｰﾃﾙ  \29,800
 

ﾋﾞｰ･ﾌﾞﾗｳﾝｴｰｽｸﾗｯﾌﾟ株式会社

日本ｼｬｰｳｯﾄﾞ株式会社

ﾀｷﾛﾝ株式会社

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 イ カフ
上部吸引機能なし ⅰ 一重管

ｾﾝﾄ･ｼﾞｭｰﾄﾞ･ﾒﾃﾞｨｶﾙ株式会社 119 体外式ペースメーカ用カテーテル電極 (1) 一時ペーシング型

21900BZX01170000

21900BZX01171000

21900BZX01254000

21200BZZ00750000

21800BZZ10062A01

21900BZX00862000
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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２０年２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)
21900BZX01256000 PTCA ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ J 株式会社ｶﾈｶ 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
21900BZX01262000 ｴｲﾍﾟｯｸｽ ｵｰﾊﾞｰｻﾞﾜｲﾔｰ PTCA ﾊﾞﾙｰﾝﾀﾞｲﾚﾃｰ

ｼｮﾝｶﾃｰﾃﾙ
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 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

21900BZX01263000 ｻｲﾛｽ DR ﾊﾞｲｵﾄﾛﾆｯｸｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社  \1,330,000
 

21900BZX01264000 ｻｲﾛｽ VR ﾊﾞｲｵﾄﾛﾆｯｸｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社  \1,190,000
 

21900BZX01265000 Lumina 6F ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ ｵｰﾊﾞｽﾈｲﾁﾒﾃﾞｨｶﾙ株式会社 137 ガイディングカテーテル (1) 冠動脈用  \30,300
21900BZX01293000  \18,800

 
21900BZX01294000 ｽﾀｰﾘﾝｸﾞ PTA ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ MR 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
21900BZX01322000 ｴｲﾍﾟｯｸｽ ﾓﾉﾚｰﾙ PTCA ﾊﾞﾙｰﾝﾀﾞｲﾚﾃｰｼｮﾝｶﾃｰ 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
21900BZY00091000 SJM ﾃｲﾗｰ弁輪形成ﾘﾝｸﾞ ｾﾝﾄ･ｼﾞｭｰﾄﾞ･ﾒﾃﾞｨｶﾙ株式会社 127 人工弁輪  \296,000
21900BZZ00027000 ﾓｲｽﾃｨｱ 株式会社高研 093 涙点プラグ  \4,860

ﾃｨｱｼﾞｪﾝ  
ﾌﾟﾛﾃｨｱ
ﾙｲﾆｰﾄﾞ
ｷｰﾌﾟﾃｨｱ
ｷｰﾌﾟｳｪｯﾄ

219AABZX00245000 ｸﾘﾆｰPTCDｷｯﾄ ｸﾘｴｰﾄﾒﾃﾞｨｯｸ株式会社  \18,500
 

117 ペースメーカ (7) デュアルチャンバ（Ⅳ型）

117 ペースメーカ (3) シングルチャンバ（Ⅱ型）

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 (1) ワンステップ
法・ダイレクト法セット

AO ﾛｯｷﾝｸﾞ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） (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

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
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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２０年２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
21700BZY00511000 ｵｰｿﾌｫｽ XGﾌﾟﾗｽ

21700BZY00512000 ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾊﾟﾉﾗﾏｵｰｿﾌｫｽDS

21700BZY00512000

21700BZY00513000 ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾊﾟﾉﾗﾏｵｰｿﾌｫｽ3DS

21700BZY00513000

21700BZY00553000 ﾍﾘｵﾃﾞﾝﾄDSﾃﾞﾝﾀﾙﾚﾝﾄｹﾞﾝ

21700BZY00553000

21700BZY00554000 ﾍﾘｵﾃﾞﾝﾄﾊﾞﾘｵﾃﾞﾝﾀﾙﾚﾝﾄｹﾞﾝ

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２０年２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)
16200BZY00610000 ﾌﾞﾗｹｯﾄ 株式会社ﾊﾞｲｵﾃﾞﾝﾄ １個 \286

 
 
 
 
 
 
 
 
 

004 ダイレクトボンド用ブラケット

ｼﾛﾅﾃﾞﾝﾀﾙｼｽﾃﾑｽﾞ株式会社 ﾊﾟﾉﾗﾏ断層撮影装置

ﾊﾟﾉﾗﾏ断層撮影装置

歯科ﾊﾟﾉﾗﾏ断層撮影ﾃﾞｼﾞﾀﾙ映像化処理装置

ﾊﾟﾉﾗﾏ断層撮影装置

歯科ﾊﾟﾉﾗﾏ断層撮影ﾃﾞｼﾞﾀﾙ映像化処理装置

ﾃﾞﾝﾀﾙX線撮影装置

歯科ｴｯｸｽ線撮影ﾃﾞｼﾞﾀﾙ映像化処理装置

ﾃﾞﾝﾀﾙX線撮影装置

4



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２０年３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
21400BZZ00534A01 ｺﾝﾌｫﾗｲﾌIK-330
21400BZZ00534A04 ﾆｭｰさわやかｻﾝｿ SS-33
21700BZZ00073A01 ﾆｭｰさわやかｻﾝｿ SS-55 酸素供給装置(Ⅰ)
21700BZZ00073A02 ｺﾝﾌｫﾗｲﾌIK-550
219AABZX00090000 電子内視鏡 ER-270T 内視鏡
219AABZX00094000 電子内視鏡 ER-270FP 内視鏡
219AABZX00106000 EC-450DM5 内視鏡
219AABZX00107000 電子内視鏡 EC-590ZW/L 内視鏡
219AABZX00112000 電子内視鏡 EL2-R410 内視鏡
219AABZX00113000 電子内視鏡 EL2-TF410 TYPE31 内視鏡
219AABZX00114000 電子内視鏡 EL2-TF410 TYPE41 内視鏡
219AABZX00138000 電子内視鏡 EC-450ZW5/M 内視鏡
219AABZX00148000 電子内視鏡 EG-450ZW5 内視鏡
219AABZX00302000 超音波診断装置 famio Cube SSA-520A 東芝ﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ株式会社 超音波検査装置(Ⅱ)
219ACBZX00034000 汎用ﾃﾞｼﾞﾀﾙX線ｼｽﾃﾑ Essenta DR 診断用X線装置
219ACBZX00038000 IntelliVue 麻酔ｶﾞｽﾓｼﾞｭｰﾙ ﾓﾆﾀ

219AGBZX00133000 ｿｰﾏﾀﾞｲﾝ ｱｸｼｰ AX-1 愛知電子工業株式会社 低周波治療器
22000BZX00028000 線形加速器ｼｽﾃﾑ MHI-TM2000 三菱重工業株式会社 治療用粒子加速装置(Ⅱ)
22000BZX00036000 X線CT組合せ型ﾎﾟｼﾞﾄﾛﾝ CT装置 GEMINI TF 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 ﾎﾟｼﾞﾄﾛﾝCT装置
22000BZX00048000 ﾌｸﾀﾞ電子株式会社 ﾓﾆﾀ

22000BZX00119000 日本光電工業株式会社 除細動器

22000BZX00119000 ﾓﾆﾀ

220ABBZX00035000 X線撮影装置 Radnext32 診断用X線装置
220ABBZX00036000 X線撮影装置 Radnext32F 診断用X線装置
220ABBZX00066000 汎用超音波画像診断装置 LOGIQ P6 ｼﾞｰｲｰ横河ﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑ株式会社 超音波検査装置(Ⅱ)

半自動除細動器 TEC-2500ｼﾘｰｽﾞ ｶﾙｼﾞｵﾗｲﾌS

株式会社日立ﾒﾃﾞｨｺ

株式会社医器研 酸素供給装置(Ⅰ)

ﾌｼﾞﾉﾝ株式会社

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

ﾀﾞｲﾅｽｺｰﾌﾟ 7000ｼﾘｰｽﾞ DS-7000ｼｽﾃﾑ
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１．医科
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２０年３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)
21300BZZ00541000 ﾆﾌﾟﾛｵｸﾙｰｼﾞｮﾝｶﾃｰﾃﾙ ﾆﾌﾟﾛ株式会社 138 血管内手術用カテーテル (6) オクリュージョンカテーテル ② 特殊型  \143,000
21900BZX01118000 HOPｼｽﾃﾑ(γ線滅菌品) ﾅｶｼﾏﾌﾟﾛﾍﾟﾗ株式会社 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
21900BZX01118000 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
21900BZX01118000 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
21900BZX01118000 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
21900BZX01127000 ｺﾝﾁｪﾙﾄ C174AWK 日本ﾒﾄﾞﾄﾛﾆｯｸ株式会社 149 両室ペーシング機能付き植込み型除細動器  \4,190,000
21900BZZ00035000 人工股関節 ｼｪﾙｶｯﾌﾟ ｾﾒﾝﾄﾚｽ ﾅｶｼﾏﾌﾟﾛﾍﾟﾗ株式会社  \178,000

人工股関節 ﾁﾀﾝ合金製ｽﾃﾑ ｾﾒﾝﾄﾚｽ  
TNH 人工股関節 ｾﾒﾝﾄﾚｽ  

 
22000BZX00029000 ﾌﾚｾﾞﾆｳｽﾀﾞｲｱﾗｲｻﾞｰ FX-Sｼﾘｰｽﾞ  \2,620

 
22000BZX00029000  \2,620

 
22000BZX00029000  \2,660

 
22000BZX00029000  \2,660

 
22000BZX00033000 YUﾄｰﾀﾙﾋｯﾌﾟｼｽﾃﾑ CCM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 ② 大腿骨ステム(Ⅱ)  \444,000
22000BZX00035000 ｺﾞｰﾙﾄﾞｸﾘｰﾊﾟｰｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔ 株式会社ﾊｲﾚｯｸｽｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 012 血管造影用ガイドワイヤー (3) 微細血管用  \20,300
22000BZX00037000 ﾌﾚｾﾞﾆｳｽﾀﾞｲｱﾗｲｻﾞｰ FXｼﾘｰｽﾞ  \2,240

 
22000BZX00037000  \2,350

 
22000BZX00037000  \2,240

 
22000BZX00037000  \2,350

 
22000BZX00038000 AO Maxillary Distractor 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 ② 特殊 ア 骨延長用  \229,000
22000BZX00038000  \4,720

 
22000BZX00042000 CPS ﾀﾞｲﾚｸﾄ PL 001 血管造影用シースイントロデューサーセット (3) 選択的導入用（ガイディングカ

テーテルを兼ねるもの）
 \19,800

22000BZX00043000 CPS ﾀﾞｲﾚｸﾄ SL  \19,800
 

22000BZX00044000 CPS ﾀﾞｲﾚｸﾄ Aim  \19,800
 

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)

ﾌﾚｾﾞﾆｳｽ ﾒﾃﾞｨｶﾙ ｹｱ ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 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)
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)
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)
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)

ﾌﾚｾﾞﾆｳｽ ﾒﾃﾞｨｶﾙ ｹｱ ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 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)
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)
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)
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)

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）

ｾﾝﾄ･ｼﾞｭｰﾄﾞ･ﾒﾃﾞｨｶﾙ株式会社

001 血管造影用シースイントロデューサーセット (3) 選択的導入用（ガイディングカ
テーテルを兼ねるもの）
001 血管造影用シースイントロデューサーセット (3) 選択的導入用（ガイディングカ
テーテルを兼ねるもの）
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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２０年３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)
22000BZX00105000 AO ExpertTM ﾋｭｰﾒﾗﾙﾈｲﾙｼｽﾃﾑ(滅菌) ｼﾝｾｽ株式会社 074 髄内釘 (1) 髄内釘 ② 横止め型  \263,000
22000BZX00110000 ﾊﾟﾜｰﾘﾝｸ ｽﾃﾝﾄｸﾞﾗﾌﾄ ｼｽﾃﾑ ｺｽﾓﾃｯｸ株式会社 151 大動脈用ステントグラフト (1) 腹部大動脈用ステントグラフト（メイン部分）  \1,620,000
22000BZX00110000 151 大動脈用ステントグラフト (2) 腹部大動脈用ステントグラフト（補助部分）  \286,000
22000BZX00111000 OSRﾌﾟﾚｰﾄｼｽﾃﾑ 日本ﾒﾃﾞｨｶﾙﾏﾃﾘｱﾙ株式会社 062 固定用内副子（プレート） (1) ストレートプレート（生体用合金Ⅰ・Ｓ）  \25,500
22000BZX00111000 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
22000BZX00111000 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
22000BZX00112000 ｸﾙｰｻﾞｰｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔ ﾊﾞｲｵﾄﾛﾆｯｸｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 013 経皮的冠動脈形成術用カテーテル用ガイドワイヤー (1) 一般用  \26,100
22000BZX00114000 ｱｽｷﾅ ｼﾞｪﾙ 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 ② 異形型 １ｇ当たり

\37
22000BZX00115000 血栓吸引ｶﾃｰﾃﾙ Dio 株式会社ｸﾞｯﾄﾞﾏﾝ 138 血管内手術用カテーテル (9) 血栓除去用カテーテル ③ 経皮的血栓除去用  \68,500
22000BZX00116000 Dio G･C ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ 株式会社ｸﾞｯﾄﾞﾏﾝ 137 ガイディングカテーテル (1) 冠動脈用  \30,300
22000BZX00118000 ｲｰｼﾞｰｸﾞﾗｲﾄﾞ大動脈ｶﾆｭｰﾚNC ｴﾄﾞﾜｰｽﾞﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ株式会社 131 体外循環用カニューレ (1) 送脱血カニューレ ② シングル強化  \8,380
220ABBZX00011000 ﾄﾗﾌｨｯﾄ 泉工医科工業株式会社 027 気管内チューブ (2) カフなし  \794
220ABBZX00011000 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
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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２０年３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
219ADBZX00200000 ﾃﾞｷｼｺ ADX4000 10DR JAPAN株式会社 ﾃﾞﾝﾀﾙX線撮影装置
219AGBZX00076000 ﾌﾟﾛﾗｲﾝ XC 白水貿易株式会社 ﾊﾟﾉﾗﾏ断層撮影装置

220ALBZX00001000 ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾊﾟﾉﾗﾏ装置 PanoACT-1000 株式会社ｱｸｼｵﾝ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ 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２０年３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)
219AFBZX00192000 ｼﾞｰｼｰ ﾌｼﾞIXGP ﾌｧｽﾄｶﾌﾟｾﾙ 株式会社ｼﾞｰｼｰ 050 歯科充填用材料  Ⅱ １ｇ \270

 
 

219AIBZX00047000 ﾌｨｯﾄﾚｼﾞﾝ 株式会社松風 044 義歯床用アクリリック即時硬化樹脂 （液） １mL \19
219AIBZX00047000 043 義歯床用アクリリック即時硬化樹脂 （粉末） １ｇ \28

 
 
 

219AKBZX00171000 ﾐﾆﾁｭｱ ﾂｲﾝ ﾌﾞﾗｹｯﾄ 003 帯環用ブラケット １個 \179
219AKBZX00171000 004 ダイレクトボンド用ブラケット １個 \286
219AKBZX00172000 ﾐﾆ ﾕﾆﾂｲﾝ ﾌﾞﾗｹｯﾄ 003 帯環用ブラケット １個 \179
219AKBZX00172000 004 ダイレクトボンド用ブラケット １個 \286
219AKBZX00173000 ｽﾏｰﾄｸﾘｯﾌﾟ ﾌﾞﾗｹｯﾄ 004 ダイレクトボンド用ブラケット １個 \286
219AKBZX00174000 ﾋﾞｸﾄﾘｰ ｼﾘｰｽﾞ ﾁｭｰﾌﾞ 005 チューブ １個 \422

ｽﾘｰｴﾑ ﾍｽﾙｹｱ株式会社
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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20年４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

20400BZY00222000 ｵｷｼﾏﾁｯｸｺﾝｻｰﾊﾞｰ2400 日本ﾙﾌﾄ株式会社 酸素供給調節器
20600BZZ00874000 ｾﾚｰﾗ EL211 ｵｰｼﾞｰ技研株式会社 光線治療器(Ⅰ)
20800BZG00025000 ｿﾅﾌﾞﾚｰﾄ500 ﾀｶｲ医科工業株式会社 超音波手術器
20900BZZ00267000 ｻﾝｿｾｰﾊﾞｰⅡ 帝人ﾌｧｰﾏ株式会社 酸素供給調節器
20900BZZ00664000 ﾗｲﾄﾃｯｸ
21100BZZ00211000 ﾗｲﾄﾃｯｸDS20
21200BZZ00040000 ﾚｺｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ｸﾛﾅｷｼｰﾒｰﾀｰ CX-31
21200BZZ00433000 ｵｰｼﾞｵﾄﾚｰﾀｰ GD-761
21200BZZ00434000 ｵｰｼﾞｵﾄﾚｰﾀｰ GD-762
21200BZZ00776000 酸歩2 株式会社群馬ｺｲｹ 酸素供給調節器
21300BZZ00460000 ｵｰｼﾞｵﾄﾛﾝ ｽｰﾊﾟｰ EF-331 ｵｰｼﾞｰ技研株式会社 低周波治療器
21300BZZ00639000 ﾗｲﾄﾃｯｸDS22 ﾀﾞｲｷﾝ工業株式会社 酸素供給調節器
21400BZZ00473000 ｵｰｼﾞｵﾄﾛﾝ ｽｰﾊﾟｰ EF-351 ｵｰｼﾞｰ技研株式会社 低周波治療器
21500BZY00076000 ｻｲﾌﾟﾚｽ 日本ﾙﾌﾄ株式会社 酸素供給調節器
21500BZY00122000 ｲｰｼﾞｰﾊﾟﾙｽ 株式会社小池ﾒﾃﾞｨｶﾙ 酸素供給調節器
21500BZZ00610000 ﾊﾟﾙｽｷｭｱｰ KR-116
21500BZZ00611000 ﾊﾟﾙｽｷｭｱｰ KR-216
21500BZZ00715000 眼底検査装置 EG-SCANNER ﾏｲｸﾛﾄﾓｸﾞﾗﾌｨｰ株式会社 眼底三次元画像解析装置
21600BZZ00235000 ﾗｲﾄﾃｯｸDS11 ﾀﾞｲｷﾝ工業株式会社 酸素供給調節器

ﾗｲﾄﾃｯｸDS13
21600BZZ00474000 ﾗｲﾄﾃｯｸDS12 ﾀﾞｲｷﾝ工業株式会社 酸素供給調節器
21700BZZ00470000 さがの くらま 株式会社東電気 光線治療器(Ⅰ)
21900BZX00936000 ﾛｰﾀｽ 日本ﾙﾌﾄ株式会社 酸素供給調節器
21900BZX01266000 ｸﾞｯﾄﾞﾗﾝｾｰﾊﾞｰ 大陽日酸株式会社 酸素供給調節器
219AABZX00139000 電子内視鏡 ES-250WE5
219AABZX00147000 電子内視鏡 ES-450WE5
219AIBZX00106000 Ziehm Vision FD 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
219AKBZX00189000 ﾊﾞｲﾎﾟｰﾗﾚｾﾞｸﾄｽｺｰﾌﾟ ｴﾑ･ｼｰ･ﾒﾃﾞｨｶﾙ株式会社 内視鏡
22000BZX00046000 KM-AUTOCPAP ｹｲｴﾑ ｵｰﾄｼｰﾊﾟｯﾌﾟ 株式会社ﾒﾄﾗﾝ 在宅人工呼吸器(Ⅲ)
22000BZX00167000 ｾﾝﾄﾗﾙﾓﾆﾀ CNS-9601 日本光電工業株式会社 ﾓﾆﾀ
22000BZX00176000 ｵｰﾄﾚﾌｹﾗﾄ/ﾄﾉﾒｰﾀ TONOREF Ⅱ 株式会社ﾃﾞｯｸ 角膜曲率半径計測
220AABZX00025000 TOSCA 経皮 pCO2/SpO2 ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ
220AABZX00026000 ﾏｲｸﾛｶﾞｽ 7650
220AABZX00042000 ﾏｸﾞﾈﾄﾑ ｴｯｾﾝｻﾞ ｼｰﾒﾝｽ旭ﾒﾃﾞｨﾃｯｸ株式会社 MRI装置
220ACBZX00001000 ﾊﾟﾉﾗﾏ断層撮影装置
220ADBZX00035000 ｶｰﾃﾞｨﾏｯｸｽ FCP-8453 ﾌｸﾀﾞ電子株式会社 心電計(Ⅱ)
220AGBZX00014000 ﾊﾟﾙｽｵｷｼﾒｰﾀ OxiHeart OX-750
220AGBZX00015000 ﾊﾟﾙｽｵｷｼﾒｰﾀ ﾊﾟﾙｽﾌｨｯﾄ BO-800
220AHBZX00001000 ﾊﾟﾙｽｵｷｼﾒｰﾀ 7500 ｼﾘｰｽﾞ
220AHBZX00002000 ｵｷｼﾁｪｯｸ
220AHBZX00003000 ﾏﾙﾁｶﾞｽﾕﾆｯﾄ GF-100 ｼﾘｰｽﾞ 日本光電工業株式会社 ﾓﾆﾀ

酸素供給調節器ﾀﾞｲｷﾝ工業株式会社

低周波治療器ｵｰｼﾞｰ技研株式会社

低周波治療器ｵｰｼﾞｰ技研株式会社

内視鏡ﾌｼﾞﾉﾝ株式会社

経皮血中ｶﾞｽ分圧ﾓﾆﾀﾗｼﾞｵﾒｰﾀｰ株式会社

ﾊﾟﾙｽｵｷｼﾒｰﾀ日本精密側器株式会社

ﾊﾟﾙｽｵｷｼﾒｰﾀｽﾀｰ･ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ株式会社
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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20年４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

220AIBZX00001000 ｽﾀｯﾄｽｷｬﾝ
220AIBZX00003000 Ziehm Vision X線透視診断装置
220AIBZX00004000 InSight ﾐﾆCｱｰﾑ X線診断装置
220AIBZX00006000 ﾏﾝﾓﾃｽﾄ 診断用X線装置
220AIBZX00008000 SOMATOM ﾃﾞﾌｨﾆｼｮﾝ AS CT撮影装置

ｼｰﾒﾝｽ旭ﾒﾃﾞｨﾃｯｸ株式会社

診断用X線装置東洋ﾒﾃﾞｨｯｸ株式会社
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１．医科
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20年４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)
21500BZZ00370000 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙHA 朝日ｲﾝﾃｯｸ株式会社 132 ガイディングカテーテル (2) 腹部四肢末梢用  \27,100

ｵｰﾙｲﾝﾜﾝﾈｲﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ(γ線滅菌品) ﾅｶｼﾏﾌﾟﾛﾍﾟﾗ株式会社 060 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）  \7,280
073 髄内釘 (1) 髄内釘 ① 一般型  \213,000

21900BZX00781000 ｹｲﾄﾞｳﾐｬｸﾖｳﾌﾟﾘｻｲｽ 133 血管内手術用カテーテル (15) 頚動脈用ステントセット  \281,000
21900BZX00782000 ｱﾝｼﾞｵｶﾞｰﾄﾞXP 133 血管内手術用カテーテル (7) 血管内血栓異物除去用留置カテーテル ② 頚動脈用ステント併用型  \197,300
22000BZX00050000 ｵﾌﾟﾃｨﾓﾃﾝﾎﾟﾗﾘｰｵｸﾘｭｰｼﾞｮﾝﾊﾞﾙｰﾝ 株式会社東海ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ 133 血管内手術用カテーテル (6) オクリュージョンカテーテル ② 特殊型  \138,000
22000BZX00113000 ﾓｼﾞｭﾗｰﾈｯｸｼｽﾃﾑ ﾅｶｼﾏﾌﾟﾛﾍﾟﾗ株式会社 057 人工股関節用材料 (2) 大腿骨側材料 ① 大腿骨ステム(Ⅰ)  \576,000

ｼﾞｪﾈｼｽ I ﾄｰﾀﾙ ﾆｰ ｼｽﾃﾑ ｽﾐｽ･ｱﾝﾄﾞ･ﾈﾌｭｰ ｵｰｿﾍﾟﾃﾞｨｯｸｽ株式会社 058 人工膝関節用材料 (4) インサート  \73,300
058 人工膝関節用材料 (2) 脛骨側材料 ② 全置換用材料(Ⅱ)  \199,000
059 オプション部品 (2) 人工膝関節用部品  \74,800
058 人工膝関節用材料 (3) 膝蓋骨材料 ② 膝蓋骨置換用材料(Ⅱ)  \48,600
058 人工膝関節用材料 (1) 大腿骨側材料 ② 全置換用材料(Ⅱ)  \334,000

ｼﾞｪﾈｼｽ ﾕﾆ ｺﾝﾊﾟｰﾄﾒﾝﾄ ﾆｰ ｼｽﾃﾑ ｽﾐｽ･ｱﾝﾄﾞ･ﾈﾌｭｰ ｵｰｿﾍﾟﾃﾞｨｯｸｽ株式会社 058 人工膝関節用材料 (1) 大腿骨側材料 ④ 片側置換用材料(Ⅱ)  \184,000
058 人工膝関節用材料 (4) インサート  \73,300
058 人工膝関節用材料 (2) 脛骨側材料 ④ 片側置換用材料(Ⅱ)  \144,000
059 オプション部品 (3) 人工関節固定強化部品  \16,600

22000BZX00144000 ｼｭﾜﾙﾂﾌﾞﾚｰﾄﾞｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰ ｾﾝﾄ･ｼﾞｭｰﾄﾞ･ﾒﾃﾞｨｶﾙ株式会社 001 血管造影用シースイントロデューサーセット (3) 選択的導入用（ガイディングカテーテルを兼ねるもの）  \18,900
22000BZX00146000 心外膜ﾊﾟｯﾁﾘｰﾄﾞ 日本ﾒﾄﾞﾄﾛﾆｯｸ株式会社 118 植込み型除細動器用カテーテル電極 (2) 植込み型除細動器用カテーテル電極（マルチ（一式））  \273,000
22000BZX00147000 ｱｷｭｲﾃｨ ｽﾃｨｰﾗﾌﾞﾙ 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 113 植込み式心臓ペースメーカ用リード (1) リード ① 経静脈リード ア 標準型  \182,000

AO Vectra ｼｽﾃﾑ (滅菌) 064 脊椎固定用材料 (5) 脊椎スクリュー（固定型）  \87,000
064 脊椎固定用材料 (2) 脊椎プレート（Ｓ）  \42,100

22000BZX00151000 AO Vectra-T ｼｽﾃﾑ (滅菌) 064 脊椎固定用材料 (2) 脊椎プレート（Ｓ）  \42,100
22000BZX00153000 Prime ﾋｯﾌﾟ ｼｽﾃﾑ ﾅｶｼﾏﾌﾟﾛﾍﾟﾗ株式会社 057 人工股関節用材料 (2) 大腿骨側材料 ① 大腿骨ステム(Ⅰ)  \576,000

AO Illio Sacral Fixation ｼｽﾃﾑ (滅菌) ｼﾝｾｽ株式会社 064 脊椎固定用材料 (7) 脊椎コネクター  \49,000
064 脊椎固定用材料 (1) 脊椎ロッド  \52,800

22000BZX00167000 ｷｸﾛｽ VR 日本光電工業株式会社 112 ペースメーカ (2) シングルチャンバ（Ⅱ型）  \1,030,000
22000BZX00171000 ｴﾝﾌﾟﾗｲｽﾞSR ﾌｸﾀﾞ電子株式会社 112 ペースメーカ (2) シングルチャンバ（Ⅱ型）  \1,030,000
22000BZX00178000 ｱｲｿﾗｲﾝ2CT 118 植込み型除細動器用カテーテル電極 (1) 植込み型除細動器用カテーテル電極（シングル）  \999,000
22000BZX00179000 ｱｲｿﾗｲﾝ2CR 118 植込み型除細動器用カテーテル電極 (1) 植込み型除細動器用カテーテル電極（シングル）  \999,000
22000BZX00180000 ﾙﾏｯｸｽ 340 DR-T 117 植込み型除細動器 (3) 植込み型除細動器（Ⅳ型）  \3,300,000
22000BZX00181000 ﾙﾏｯｸｽ 340 VR-T 117 植込み型除細動器 (2) 植込み型除細動器（Ⅲ型）  \3,160,000

ﾊｲﾚｿﾞ ｵｰﾘｱ ｻｳﾝﾄﾞﾌﾟﾛｾｯｻ 090 人工内耳用材料 (3) 人工内耳用ヘッドセット ⑤ 接続ケーブル  \4,570
090 人工内耳用材料 (3) 人工内耳用ヘッドセット ④ マグネット  \7,710
090 人工内耳用材料 (3) 人工内耳用ヘッドセット ③ 送信ケーブル  \2,700
090 人工内耳用材料 (3) 人工内耳用ヘッドセット ② 送信コイル  \10,800
090 人工内耳用材料 (3) 人工内耳用ヘッドセット ① マイクロホン  \38,500
090 人工内耳用材料 (2) 人工内耳用音声信号処理装置  \1,060,000

22000BZX00155000

22000BZY00009000

ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ株式会社

ｼﾝｾｽ株式会社

日本ﾗｲﾌﾗｲﾝ株式会社

ﾊﾞｲｵﾄﾛﾆｯｸｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

株式会社日本ﾊﾞｲｵﾆｸｽ

21900BZX00433000

22000BZX00128000

22000BZX00129000

22000BZX00150000
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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20年４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)
ﾊｲﾚｿﾞ ﾊﾞｲｵﾆｯｸ ｲﾔｰ ｼｽﾃﾑ 090 人工内耳用材料 (1) 人工内耳用インプラント（電極及び受信－刺激器）  \1,580,000

090 人工内耳用材料 (2) 人工内耳用音声信号処理装置  \1,060,000
090 人工内耳用材料 (3) 人工内耳用ヘッドセット ① マイクロホン  \38,500
090 人工内耳用材料 (3) 人工内耳用ヘッドセット ② 送信コイル  \10,800
090 人工内耳用材料 (3) 人工内耳用ヘッドセット ③ 送信ケーブル  \2,700
090 人工内耳用材料 (3) 人工内耳用ヘッドセット ④ マグネット  \7,710
090 人工内耳用材料 (3) 人工内耳用ヘッドセット ⑤ 接続ケーブル  \4,570

ﾊｲﾚｿﾞ 90K Helix ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ 090 人工内耳用材料 (1) 人工内耳用インプラント（電極及び受信－刺激器）  \1,580,000
22000BZY00126000 ｾﾄﾛｯｸｽ S ﾊﾞｲｵﾄﾛﾆｯｸｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 113 植込み式心臓ペースメーカ用リード (1) リード ① 経静脈リード ア 標準型  \182,000
22000BZY00126000 113 植込み式心臓ペースメーカ用リード (3) アクセサリー  \7,210
22000BZY00132000 ﾋﾞｸﾄﾘｰSR ｾﾝﾄ･ｼﾞｭｰﾄﾞ･ﾒﾃﾞｨｶﾙ株式会社 112 ペースメーカ (1) シングルチャンバ（Ⅰ型）  \991,000

22000BZY00010000 株式会社日本ﾊﾞｲｵﾆｸｽ
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２．歯科

薬事法承認番号 販売名 保険適用希望者 決定機能区分

20700BZZ01090000 ｱｰｳｨﾝ HOYA ﾌｫﾄﾆｸｽ株式会社 齲蝕除去･窩洞形成用ﾚｰｻﾞｰ
21100BZZ00623000 ﾃﾞﾝﾄﾗｲﾄ HOYA ﾌｫﾄﾆｸｽ株式会社 齲蝕除去･窩洞形成用ﾚｰｻﾞｰ
21500BZZ00720000 ｱｰｳｨﾝ ｱﾄﾞﾍﾞｰﾙ 株式会社ﾓﾘﾀ製作所 齲蝕除去･窩洞形成用ﾚｰｻﾞｰ
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 歯科ﾊﾟﾉﾗﾏ断層撮影ﾃﾞｼﾞﾀﾙ映像化処理装置
21900BZZ00006000 ﾃﾞﾝﾄﾗｲﾄ 30 HOYA ﾌｫﾄﾆｸｽ株式会社 齲蝕除去･窩洞形成用ﾚｰｻﾞｰ

ｺﾀﾞｯｸﾀﾞｲﾚｸﾄﾋﾞｭｰCR975 ｼｽﾃﾑ 歯科ｴｯｸｽ線撮影ﾃﾞｼﾞﾀﾙ映像化処理装置
歯科ﾊﾟﾉﾗﾏ断層撮影ﾃﾞｼﾞﾀﾙ映像化処理装置

ｺﾀﾞｯｸ Point-of-Care CR120 ｼｽﾃﾑ ﾃﾞｼﾞﾀﾙ映像化処理装置
歯科ｴｯｸｽ線撮影ﾃﾞｼﾞﾀﾙ映像化処理装置
歯科ﾊﾟﾉﾗﾏ断層撮影ﾃﾞｼﾞﾀﾙ映像化処理装置

ｺﾀﾞｯｸ Point-of-Care CR140 ｼｽﾃﾑ ﾃﾞｼﾞﾀﾙ映像化処理装置
歯科ｴｯｸｽ線撮影ﾃﾞｼﾞﾀﾙ映像化処理装置
歯科ﾊﾟﾉﾗﾏ断層撮影ﾃﾞｼﾞﾀﾙ映像化処理装置

ｺﾀﾞｯｸ Point-of-Care CR260 ｼｽﾃﾑ ﾃﾞｼﾞﾀﾙ映像化処理装置
歯科ｴｯｸｽ線撮影ﾃﾞｼﾞﾀﾙ映像化処理装置
歯科ﾊﾟﾉﾗﾏ断層撮影ﾃﾞｼﾞﾀﾙ映像化処理装置

ｺﾀﾞｯｸ CR7400 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ ﾗｼﾞｵｸﾞﾗﾌｨｰ ｼｽﾃﾑ ﾃﾞｼﾞﾀﾙ映像化処理装置
歯科ｴｯｸｽ線撮影ﾃﾞｼﾞﾀﾙ映像化処理装置
歯科ﾊﾟﾉﾗﾏ断層撮影ﾃﾞｼﾞﾀﾙ映像化処理装置

220AABZX00034000 ｱﾘｵｽ 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
220ACBZX00001000 ﾄﾛﾌｨｰﾊﾟﾝﾌﾟﾗｽ 株式会社ｴﾑ･ﾃﾞｨ･ｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ 歯科ﾊﾟﾉﾗﾏ断層撮影ﾃﾞｼﾞﾀﾙ映像化処理装置

ｺﾀﾞｯｸ ﾀﾞｲﾚｸﾄﾋﾞｭｰ CR Elite ｼｽﾃﾑ ﾃﾞｼﾞﾀﾙ映像化処理装置
歯科ｴｯｸｽ線撮影ﾃﾞｼﾞﾀﾙ映像化処理装置
歯科ﾊﾟﾉﾗﾏ断層撮影ﾃﾞｼﾞﾀﾙ映像化処理装置

ｺﾀﾞｯｸ ﾀﾞｲﾚｸﾄﾋﾞｭｰ CR Classic ｼｽﾃﾑ ﾃﾞｼﾞﾀﾙ映像化処理装置
歯科ｴｯｸｽ線撮影ﾃﾞｼﾞﾀﾙ映像化処理装置
歯科ﾊﾟﾉﾗﾏ断層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２０年4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)
20700BZZ00204000 ｼﾞｰｼｰ ﾒﾝﾌﾞﾚﾝ 株式会社ｼﾞｰｼｰ 023 歯周組織再生材料 (1) 吸収型 １歯１枚当り

21100BZY00280000 ﾊﾞｲｵﾒﾝﾄﾞ吸収性ｺﾗｰｹﾞﾝﾒﾝﾌﾞﾚﾝ 株式会社白鵬 023 歯周組織再生材料 (1) 吸収型 １歯１枚当り
21600BZZ00025000 ｱｸﾘｼｮｯﾄ 株式会社ﾋﾞｰｴﾑｼﾞｰ 045 義歯床用熱可塑性樹脂 １ｇ \23
219AKBZX00184000 ｴﾇ･ｴｯｸｽ･ｽﾘｰ ｻｲﾌﾞﾛﾝ･ﾃﾞﾝﾀﾙ株式会社 046 歯科用合着・接着材料Ⅰ（粉末・液） １ｇ \441
219AKBZX00193000 ﾘﾗｲｴｯｸｽ ﾕﾆｾﾑ 046 歯科用合着・接着材料Ⅰ（粉末・液） １ｇ \441
219AKBZX00195000 ﾘﾗｲｴｯｸｽ ﾕﾆｾﾑ ｸﾘｯｶｰ 046 歯科用合着・接着材料Ⅰ（粉末・液） １ｇ \441
220AKBZX00010000 ﾃﾄﾘｯｸ N-ｾﾗﾑ Ivoclar Vivadent株式会社 049 歯科充填用材料  Ⅰ １ｇ \704
220AKBZX00027000 ﾃﾄﾘｯｸ N-ﾌﾛｰ Ivoclar Vivadent株式会社 049 歯科充填用材料  Ⅰ １ｇ \704

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２０年4月１日

ｹｱｽﾄﾘｰﾑﾍﾙｽ株式会社

ｹｱｽﾄﾘｰﾑﾍﾙｽ株式会社219ADBZX00115000

219ADBZX00116000

219ADBZX00117000

219ADBZX00118000

ｽﾘｰｴﾑ ﾍｽﾙｹｱ株式会社

219ADBZX00119000

220AGBZX00024000

220AGBZX00025000

13

ISKWV
スタンプ


