
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5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

20100BZZ00347000 携帯型自動血圧計 TM-2420
携帯型自動血圧計 AB-100

20200BZZ01249000 携帯型自動血圧計 TM-2421
携帯型自動血圧計 AM-200

20900BZY00205000 ﾊﾝﾌﾘｰOCTｽｷｬﾅｰ OCT ｶｰﾙﾂｧｲｽﾒﾃﾞｨﾃｯｸ株式会社 眼底三次元画像解析装置

21000BZZ00455000 携帯型自動血圧計 TM-243 株式会社ｴｰ･ｱﾝﾄﾞ･ﾃﾞｲ 長時間自由行動下血圧計

携帯型自動血圧計 AB-10
携帯型自動血圧計 Kenz BPM AM300

21000BZZ00455A01 携帯型自動血圧計 Kenz BPM AM300
21300BZY00575000 神経線維層解析装置 GDx ｱｸｾｽ
21400BZY00289000 OCT ｽｷｬﾅｰ OCT3000
21500BZY00379000 ｽﾋﾟﾘｯﾄ 株式会社小池ﾒﾃﾞｨｶﾙ 酸素供給調節器
21500BZY00403A01 ｲﾝﾁｭﾍﾞｰｼｮﾝｴﾝﾄﾞｽｺｰﾌﾟ ｴﾑ･ｼｰ･ﾒﾃﾞｨｶﾙ株式会社 内視鏡
21700BZY00277000 ｿﾉﾗｲﾝ G40 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)
219AABZX00175000 電子内視鏡 EN-450P5/20
219AABZX00176000 電子内視鏡 EN-450T5/W
219ABBZX00010000 乳房X線撮影装置 MGU-1000A形 MAMMOREX Pe･ru･ru
219ABBZX00019000 近接式X線透視撮影装置 MRAD-F32SF形 FREX
219ABBZX00164000 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ一般X線撮影装置 MRAD-D50S形 RADREX
219ABBZX00211000 ﾌｰﾘｴﾄﾞﾒｲﾝ OCT RTVue-100 中央産業貿易株式会社 眼底三次元画像解析装置
219ABBZX00231000 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ一般X線撮影装置 MRAD-D80S形 RADREX 東芝ﾒﾃﾞｨｶﾙ製造株式会社 診断用X線装置
219AHBZX00011000 ｼﾗｽ HD-OCT ｶｰﾙﾂｧｲｽﾒﾃﾞｨﾃｯｸ株式会社 眼底三次元画像解析装置
219AIBZX00057000 ﾌﾟﾛﾌｫｰｶｽ 株式会社ｱﾑｺ 超音波検査装置(Ⅰ)
22000BZI00005000 ｱﾌﾟﾆｱﾘﾝｸⅡ ﾐｯｸｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ株式会社 終夜睡眠診断装置(Ⅰ)
22000BZX00123000 ｻﾝﾄﾞﾏﾝ ﾎﾟｹｯﾄ ﾀｲｺﾍﾙｽｹｱｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 終夜睡眠診断装置(Ⅱ)
22000BZX00190000 白内障手術装置 ｲﾝﾌｨﾆﾃｨ ﾋﾞｼﾞｮﾝｼｽﾃﾑ 日本ｱﾙｺﾝ株式会社 超音波白内障手術装置
22000BZX00236000 ﾋﾞｽﾞﾗｽ 532s ｶｰﾙﾂｧｲｽﾒﾃﾞｨﾃｯｸ株式会社 眼科用光凝固装置
22000BZX00285000 体外式DDDﾍﾟｰｽﾒｰｶ 3085 ﾌｸﾀﾞ電子株式会社 体外型心臓ﾍﾟｰｽﾒｰｶ
22000BZX00387000 ﾊｲｻﾝｿ ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ 帝人ﾌｧｰﾏ株式会社 酸素供給装置(Ⅰ)
220AABZX00003000 無散瞳眼底ｶﾒﾗ TRC-NW8 株式会社ﾄﾌﾟｺﾝ 眼底ｶﾒﾗ(Ⅰ)
220ABBZX00015000 汎用超音波画像診断装置 Vivid S6 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)
220ABBZX00023000 乳房X線撮影装置 MGU-1000D形 MAMMOREX Pe･ru･ru DIGITAL 東芝ﾒﾃﾞｨｶﾙ製造株式会社 診断用X線装置
220ABBZX00103000 診断用X線装置 X'sy Pro 株式会社島津製作所 診断用X線装置
220ABBZX00109000 X線撮影装置 CLINIXⅡ 株式会社日立ﾒﾃﾞｨｺ 診断用X線装置
220ADBZX00036000 ｼﾝﾋﾞｱE
220ADBZX00037000 C.ｶﾑ
220ADBZX00043000 高分解能心電計 HRES-1000 ﾌｸﾀﾞ電子株式会社 心電計(Ⅱ)
220ADBZX00044000 SN関節鏡/ENTｽｺｰﾌﾟ ｽﾐｽ･ｱﾝﾄﾞ･ﾈﾌｭｰ ｴﾝﾄﾞｽｺﾋﾟｰ株式会社 内視鏡
220ADBZX00062000 ｾｰﾌｽ SAFHS 4000J 帝人ﾌｧｰﾏ株式会社 超音波骨折治療器
220AGBZX00029000 ｺｰﾅﾝ 前眼部撮影装置 KATS-1000 株式会社ｺｰﾅﾝ･ﾒﾃﾞｨｶﾙ 角膜曲率半径計測装置
220AGBZX00035000 ﾏｯｸｽｶｲﾈ MK-130G ﾐﾅﾄ医科科学株式会社 低周波治療器
220AGBZX00037000 富士ｺﾝﾋﾟｭｰﾃｯﾄﾞﾗｼﾞｵｸﾞﾗﾌｨ CR-IR 364T型
220AGBZX00038000 富士ｺﾝﾋﾟｭｰﾃｯﾄﾞﾗｼﾞｵｸﾞﾗﾌｨ CR-IR 364UM型

株式会社ｴｰ･ｱﾝﾄﾞ･ﾃﾞｲ

東芝ﾒﾃﾞｨｶﾙ製造株式会社

ﾌｼﾞﾉﾝ株式会社

ｶｰﾙﾂｧｲｽﾒﾃﾞｨﾃｯｸ株式会社

富士ﾌｲﾙﾑ株式会社

ｼｰﾒﾝｽ旭ﾒﾃﾞｨﾃｯｸ株式会社

長時間自由行動下血圧計

眼底三次元画像解析装置

診断用X線装置

内視鏡

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ映像化処理装置

ｴﾐｯｼｮﾝCT装置
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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5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

220AGBZX00042000 ｺｰﾜ ER-80 興和株式会社 視覚誘発電位検査装置
220AHBZX00004000 眼底ｶﾒﾗ FF450 Plus 眼底ｶﾒﾗ(Ⅱ)
220AHBZX00005000 ｱﾌﾟﾗﾈｰｼｮﾝﾄﾉﾒｰﾀｰ AT030
220AHBZX00006000 ｱﾌﾟﾗﾈｰｼｮﾝﾄﾉﾒｰﾀｰ AT020
220AIBZX00007000 ﾄﾉﾍﾟﾝ AVIA ｱｰﾙｲｰﾒﾃﾞｨｶﾙ株式会社 眼圧計
220AKBZX00030000 ﾐﾆﾁｭｱﾈﾌﾛｽｺｰﾌﾟ ｴﾑ･ｼｰ･ﾒﾃﾞｨｶﾙ株式会社 内視鏡

ｶｰﾙﾂｧｲｽﾒﾃﾞｨﾃｯｸ株式会社
眼圧計
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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5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)

20400BZZ00945000 ｻﾞ ﾍﾙｽ ｼﾘｺｰﾝﾏｰｹﾞﾝｿﾞﾝﾃﾞ 株式会社ｲｽﾞﾓﾍﾙｽ 014 栄養カテーテル (1) 経鼻用 ① 一般用  \204
026 栄養カテーテル (1) 経鼻用 ① 一般用  \204
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 ① 一般  \204

20900BZZ00790A01 ﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ(滅菌品) ﾅｶｼﾏﾌﾟﾛﾍﾟﾗ株式会社 076 固定用金属ピン (2) 一般用  \558
060 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

 \57,400

075 固定用金属線 (1) 金属線 ② ケーブル  \67,900
 

21500BZZ00092A01 SURFﾌﾟﾚｰﾄ 061 固定用内副子（プレート） (9) その他のプレート ② 特殊 イ スクリュー非
使用型

 \185,000

21500BZZ00164A01 FINE人工足関節 067 人工手関節・足関節用材料 (2) 人工足関節用材料 ② 距骨側材料  \345,000
067 人工手関節・足関節用材料 (2) 人工足関節用材料 ① 脛骨側材料  \419,000

21500BZZ00360A01 Locking Volar Plate ｼｽﾃﾑ 061 固定用内副子（プレート） (7) 骨端用プレート（生体用合金Ⅰ）  \96,100
21600BZZ00039A01 人工指関節ｽﾀﾋﾞﾗｲｽﾞﾄﾞﾀｲﾌﾟ 068 人工指関節用材料 (1) 人工手指関節用材料 ② その他の人工手指関

節用材料 ア 近位側材料
 \122,000

068 人工指関節用材料 (1) 人工手指関節用材料 ② その他の人工手指関
節用材料 イ 遠位側材料

 \100,000

21600BZZ00253000 ｶﾝｶﾞﾙｰ ｾﾙｼﾞﾝｶﾞｰ PEG ｷｯﾄ 日本ｼｬｰｳｯﾄﾞ株式会社 037 交換用胃瘻カテーテル (1) 胃留置型 ① バンパー型 ア ガイドワイヤーあり  \22,000
21600BZZ00378A01 ﾌｧｲﾝ人工膝関節(Ti) 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

059 オプション部品 (2) 人工膝関節用部品  \74,800
21600BZZ00573A01 K-NOW人工肘関節+C 066 人工肘関節用材料 (1) 上腕骨側材料  \366,000

066 人工肘関節用材料 (2) 尺骨側材料  \311,000
ｶﾝﾎﾞ KiSCO株式会社 064 脊椎固定用材料 (3) 脊椎プレート（Ｌ）  \165,000

064 脊椎固定用材料 (5) 脊椎スクリュー（固定型）  \87,000
21700BZZ00378A01 ｴｸｽﾌﾟﾛｰﾗｰPTA ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 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 (3) ＰＴＡバルーンカテーテル ① 一般型 イ 特  \118,000
21800BZZ10080A01 JMM 4.5 ｺｰﾃｨｶﾙｽｸﾘｭｰ 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
21800BZZ10083A01 JMM ｺﾝﾌﾟﾚｯｼｮﾝﾋｯﾌﾟｽｸﾘｭｰｼｽﾃﾑ 062 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）  \87,600

062 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）  \143,000
062 大腿骨外側固定用内副子 (7) スライディングラグスクリュー（生体用合  \92,700

21800BZZ10084A02 JMM TF ﾈｲﾙｼｽﾃﾑ 073 髄内釘 (1) 髄内釘 ③ 大腿骨頸部型  \189,000
073 髄内釘 (2) 横止めスクリュー ① 標準型  \26,900
073 髄内釘 (2) 横止めスクリュー ② 大腿骨頸部型  \60,600

21800BZZ10128A01 JMM6.5/4.0 ｷｬﾆｭﾚｲﾃｯﾄﾞｷｬﾝｾﾗｽｽｸﾘｭｰ 060 固定用内副子（スクリュー） (4) 中空スクリュー（生体用合金Ⅰ・Ｓ）  \21,600
060 固定用内副子（スクリュー） (5) 中空スクリュー（生体用合金Ⅰ・Ｌ）  \33,200
063 固定用内副子用ワッシャー、ナット類 (1) ワッシャー(Ⅰ)  \3,260

21800BZZ10132A02 JMMﾃﾞｨｽﾀｰﾙﾌｨﾌﾞﾗﾌﾟﾚｰﾄｼｽﾃﾑ 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
061 固定用内副子（プレート） (7) 骨端用プレート（生体用合金Ⅰ）  \96,100

21900BZZ00005000 胸部外科ｷｯﾄ 株式会社ﾎｷﾞﾒﾃﾞｨｶﾙ 075 固定用金属線 (1) 金属線 ① ワイヤー １㎝当たり \21
012 血管造影用ガイドワイヤー (1) 一般用  \3,450
012 血管造影用ガイドワイヤー (2) 交換用  \5,340
099 組織代用人工繊維布 (1) 心血管系用 ① 血管用フェルト・ファブリック １㎠当たり \128

ﾅｶｼﾏﾌﾟﾛﾍﾟﾗ株式会社

ﾅｶｼﾏﾌﾟﾛﾍﾟﾗ株式会社

株式会社ﾎﾑｽﾞ技研

21700BZY00494000
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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5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)

21900BZZ00005000 胸部外科ｷｯﾄ 株式会社ﾎｷﾞﾒﾃﾞｨｶﾙ  \4,530
 

116 体外式ペースメーカ用心臓埋込ワイヤー (1) 単極 ② 固定機能なし  \3,210
116 体外式ペースメーカ用心臓埋込ワイヤー (2) 双極以上  \8,400

21900BZZ00028000 ﾒﾗ ｸｴｽﾄ ﾆｰｼｽﾃﾑ 泉工医科工業株式会社 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
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
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 (3) 膝蓋骨材料 ② 膝蓋骨置換用材料(Ⅱ)  \48,600
059 オプション部品 (2) 人工膝関節用部品  \74,800

219AABZX00169000 ｱﾄﾑ栄養ｶﾃｰﾃﾙT ｱﾄﾑﾒﾃﾞｨｶﾙ株式会社 026 栄養カテーテル (1) 経鼻用 ② 乳幼児用 イ 非ＤＥＨＰ型  \140
219ADBZX00174000 腎盂ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙS 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
 \2,570

219ADBZX00175000 膀胱瘻ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 031 腎瘻又は膀胱瘻用カテーテル及びカテーテルセット (2) 膀胱瘻用カテー  \4,300
219ADBZX00176000 ｼﾘｺｰﾝﾌｫｰﾘｰｶﾃｰﾃﾙ 039 膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル (2) ２管一般(Ⅱ)  \699

039 膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル (5) 特定(Ⅱ)  \2,110
004 在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル (2) ２管一般  \699
004 在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル (5)
特定(Ⅱ)

 \2,110

219ADBZX00193000 ﾍﾟﾝﾛｰｽﾞﾄﾞﾚｰﾝ AR 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
フィルム型

 \281

219ADBZX00198000 GB胃瘻ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 037 交換用胃瘻カテーテル (1) 胃留置型 ② バルーン型  \8,740
22000BZI00006000 ﾃﾞｸｽﾄﾗｽ 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  \182,000
22000BZX00034000 ｱﾝｼﾞｵｽｶﾙﾌﾟﾄPTCAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ USCIｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 130 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 ⑤ スリッ

ピング防止型
 \151,000

22000BZX00142000 FIRE STAR RX PTCA ｶﾃｰﾃﾙ
22000BZX00143000 DURA STAR RX PTCA ｶﾃｰﾃﾙ
22000BZX00169000 ｷｸﾛｽ DR 日本光電工業株式会社 112 ペースメーカ (5) デュアルチャンバ（Ⅲ型）  \1,100,000
22000BZX00234000 ｾﾞｵｽﾃﾝﾄ ｶﾊﾞｰﾄﾞ ｾﾞｵﾝﾒﾃﾞｨｶﾙ株式会社 034 胆道ステントセット (2) 自動装着システム付 ① 永久留置型 ア カバーあ

り　の一部
※

22000BZX00237000 ﾍﾟﾃﾞｨｱｻｯﾄ･ｵｷｼﾒﾄﾘｰｶﾃｰﾃﾙ ｴﾄﾞﾜｰｽﾞﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ株式会社 021 中心静脈用カテーテル (5) 酸素飽和度測定機能付き  \36,500
22000BZX00242000 Lima ｻｰｸ ﾚｰｼﾞ ﾊﾞﾝﾄﾞ 日本ﾘﾏ株式会社 061 固定用内副子（プレート） (9) その他のプレート ② 特殊 イ スクリュー非

使用型
 \185,000

22000BZX00261000 ｷｬﾌﾟｼｭｱｰEpi (ﾕﾆﾎﾟｰﾗ) ﾘｰﾄﾞ 日本ﾒﾄﾞﾄﾛﾆｯｸ株式会社 113 植込み式心臓ペースメーカ用リード (1) リード ② 心筋用リード ア 単極  \150,000
22000BZX00270000 ﾀｰｺﾞﾝ PH/Hﾈｲﾙｼｽﾃﾑ(滅菌) 073 髄内釘 (1) 髄内釘 ② 横止め型  \197,000

073 髄内釘 (2) 横止めスクリュー ① 標準型  \26,900
22000BZX00271000 ﾀｰｺﾞﾝ PFﾈｲﾙｼｽﾃﾑ(滅菌) 073 髄内釘 (1) 髄内釘 ③ 大腿骨頸部型  \189,000

073 髄内釘 (2) 横止めスクリュー ② 大腿骨頸部型  \60,600
073 髄内釘 (2) 横止めスクリュー ① 標準型  \26,900

22000BZX00385000 GamCathﾄﾞﾙﾌｨﾝｶﾃｰﾃﾙ ｶﾞﾝﾌﾞﾛ株式会社 042 緊急時ブラッドアクセス用留置カテーテル (2) ダブルルーメン以上 ① 一  \17,900
22000BZY00006000 ｵｽﾋﾟｶ ｾﾗﾌﾞﾚｰﾄｶﾃｰﾃﾙ (ｻｰﾐｽﾀ)
22000BZY00007000 ｵｽﾋﾟｶ ｾﾗﾌﾞﾚｰﾄｶﾃｰﾃﾙ (ｻｰﾓｶｯﾌﾟﾙ)
22000BZY00008000 ｵｽﾋﾟｶ ｾﾗﾌﾞﾚｰﾄｶﾃｰﾃﾙ ﾌﾗｯﾀｰ
22000BZZ00003000 ｱｽﾋﾟﾚｱｷｬｽ 東郷ﾒﾃﾞｨｷｯﾄ株式会社 133 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  \63,500
※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。

富士ｼｽﾃﾑｽﾞ株式会社

130 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

 \127,000

 \191,000123 経皮的カテーテル心筋焼灼術用カテーテル

116 体外式ペースメーカ用心臓埋込ワイヤー (1) 単極 ① 固定機能あり

ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ株式会社

ﾋﾞｰ･ﾌﾞﾗｳﾝｴｰｽｸﾗｯﾌﾟ株式会社

平和物産株式会社
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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5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

21100BZZ00688000 ﾄﾊﾟﾙ 株式会社吉田製作所 齲蝕除去･窩洞形成用ﾚｰｻﾞｰ

21400BZZ00215000 ｵｻﾀﾞ ｴﾙ ﾌｧｲﾝ 400 長田電機工業株式会社 齲蝕除去･窩洞形成用ﾚｰｻﾞｰ

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5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)
14200BZZ00508000 K14ｸﾗｽﾌﾟﾜｲﾔｰ 004 歯科用14カラット金合金鉤用線（金58.33％以上） １ｇ \2,795
15100BZZ00030000 K14ｸﾗｽﾌﾟｺﾞｰﾙﾄﾞ 003 歯科鋳造用14カラット金合金　鉤用 （ＪＩＳ適合品） １ｇ \1,945
15200BZZ00676000 ｲｼﾌｸﾃﾞﾝﾄｿﾙﾀﾞｰ 013 歯科用銀ろう （ＪＩＳ適合品） １ｇ \217
15400BZZ01199000 歯科用純金板24K 001 歯科用純金地金（金99.99％以上） １ｇ \2,981
15700BZZ00874000 ﾌﾞﾗｹｯﾄ 004 ダイレクトボンド用ブラケット １個 \286
15900BZZ00978000 ﾌｪｲｽﾎﾞｳ 015 フェイスボウ １個 \738
21700BZZ00368000 ﾌﾘｰｶﾗｯﾄ 石福金属興業株式会社 015 歯科用プラスメタル （銀25％以上） １ｇ \237
219AFBZX00005000 ｲｿﾚｼﾞﾝ 041 義歯床用アクリリック樹脂 （粉末  ＪＩＳ適合品） １ｇ \5
219AFBZX00006000 ｸﾗｽﾌﾟ線 023 歯科用ステンレス鋼線　鉤用 （ＪＩＳ適合品） １㎝ \9
219AFBZX00008000 ｺﾊﾞﾙﾄｸﾛﾑ線 021 歯科用コバルトクロム合金線　鉤用 （ＪＩＳ適合品） １㎝ \16
219AFBZX00009000 半円線
219AFBZX00010000 ﾊﾟﾗﾀﾙﾊﾞｰ
219AFBZX00011000 ﾘﾝｶﾞﾙﾊﾞｰ
219AFBZX00021000 ｼｸﾞﾅﾃﾞｭｰﾙ 睦化学工業株式会社 036 硬質レジン歯  臼歯用 ８本１組 \801
219AFBZX00024A01 ﾌｼﾞｽｰﾊﾟｰｷｬｽﾄ 中溝貴金属工業株式会社 006 歯科鋳造用金銀パラジウム合金（金12％以上　ＪＩＳ適合品) １ｇ \702
219AFBZX00024A02 ﾌｼﾞｽｰﾊﾟｰ12  
219AFBZX00024000 ｷﾝﾊﾟﾗｺﾞｰﾙﾄﾞ12  
219AKBZX00161000 松風ﾚｼﾞﾝ臼歯 032 レジン歯  臼歯用 （ＪＩＳ適合品） ８本１組 \269
219AKBZX00162000 松風ﾘｱﾙｸﾗｳﾝ前歯 031 レジン歯  前歯用 （ＪＩＳ適合品） ６本１組 \269
219AKBZX00163000 ﾚｼﾞﾝ前歯 031 レジン歯  前歯用 （ＪＩＳ適合品） ６本１組 \269
219AKBZX00164000 松風ﾊﾞｲｵｴｰｽﾚｼﾞﾝ歯 032 レジン歯  臼歯用 （ＪＩＳ適合品） ８本１組 \269
220ADBZX00023000 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾌﾞﾗｹｯﾄG 004 ダイレクトボンド用ブラケット １個 \286
220ADBZX00024000 ﾒﾀﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ 003 帯環用ブラケット １個 \179

004 ダイレクトボンド用ブラケット １個 \286
220AFBZX00034000 ﾌｧｲﾝｺﾊﾞﾙﾄｸﾗｽﾌﾟ線 山八歯材工業株式会社 023 歯科用コバルトクロム合金線　鉤用 （ＪＩＳ適合品） １㎝ \16
220AFBZX00055A01 ﾌｨｼﾞｵﾚｼﾞﾝ 041 義歯床用アクリリック樹脂 （粉末  ＪＩＳ適合品） １ｇ \5

042 義歯床用アクリリック樹脂 （液  ＪＩＳ適合品） １mL \4
220AFBZX00055000 ｱﾙﾌｧﾚｼﾞﾝ 041 義歯床用アクリリック樹脂 （粉末  ＪＩＳ適合品） １ｇ \5

042 義歯床用アクリリック樹脂 （液  ＪＩＳ適合品） １mL \4
220AFBZX00056000 ﾅﾁｭﾗﾙﾚｼﾞﾝ 041 義歯床用アクリリック樹脂 （粉末  ＪＩＳ適合品） １ｇ \5

042 義歯床用アクリリック樹脂 （液  ＪＩＳ適合品） １mL \4
220AFBZX00059000 ﾊﾟﾙﾌｨｰｸｴｽﾃﾗｲﾄLV
220AFBZX00060000 ﾊﾟﾙﾌｨｰｸｸﾘｱ
220AFBZX00061000 ｴｽﾃﾗｲﾄﾌﾛｰｸｲｯｸ
220AFBZX00062000 ﾊﾟﾙﾌｨｰｸｴｽﾃﾗｲﾄﾍﾟｰｽﾄ

株式会社ﾄｸﾔﾏﾃﾞﾝﾀﾙ

石福金属興業株式会社

株式会社ｸｴｽﾄ

株式会社ｶﾝﾉ

株式会社ﾆｯｼﾝ

ﾄﾐｰ株式会社

株式会社滋賀松風

１㎝ \18024 歯科用ステンレス鋼線　バー用 （ＪＩＳ適合品）

１ｇ \704049 歯科充填用材料  Ⅰ
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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5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)
220AFBZX00062000 ﾊﾟﾙﾌｨｰｸｴｽﾃﾗｲﾄﾍﾟｰｽﾄ 049 歯科充填用材料  Ⅰ １ｇ \704
220AFBZX00063000 ﾊﾟﾙﾌｨｰｸﾍﾟｰｽﾄ 050 歯科充填用材料  Ⅱ １ｇ \270
220AFBZX00069000 ﾘﾌｧｲﾝﾌﾞﾗｲﾄ 山八歯材工業株式会社 044 義歯床用アクリリック即時硬化樹脂 （液） １mL \19

043 義歯床用アクリリック即時硬化樹脂 （粉末） １ｇ \28
220ALBZX00016000 ｲｼﾌｸ K14ｲﾝﾚｰ 002 歯科鋳造用14カラット金合金  インレー用 （ＪＩＳ適合品) １ｇ \2,594
220ALBZX00017000 ｲｼﾌｸｷﾝﾊﾟﾗ ﾊﾟﾗﾀﾙﾊﾞｰﾜｲﾔｰ 008 歯科非鋳造用金銀パラジウム合金  バー状  パラタルバー用（金12％以

上  ＪＩＳ適合品）
１㎝ \712

220ALBZX00018000 ｲｼﾌｸｷﾝﾊﾟﾗ ﾘﾝｶﾞﾙﾊﾞｰﾜｲﾔｰ 009 歯科非鋳造用金銀パラジウム合金  バー状  リンガルバー用（金12％以
上　ＪＩＳ適合品）

１㎝ \601

220ALBZX00020000 K14ﾛｳ 005 歯科用14カラット合金用金ろう（ＪＩＳ適合品） １ｇ \2,496
220ALBZX00021000 ｲｼﾌｸｷﾝﾊﾟﾗﾛｳ
220ALBZX00021A01 ﾓﾘﾀﾆｭｰｷﾝﾊﾟﾗﾛｳ
220ALBZX00022000 ｲｼﾌｸ ﾊﾟﾗﾛｳ25
220ALBZX00022A01 金ﾊﾟﾗﾛｳM 25%
220ALBZX00023000 ｲｼﾌｸﾆｭｰｼﾙﾊﾞｰ
220ALBZX00024000 ｸﾘﾝﾃﾞﾝﾄ ﾒﾘｯﾄｼﾙﾊﾞｰ65
220ALBZX00025000 ｲｼﾌｸｱﾛｲｼﾙﾊﾞｰ
220ALBZX00026000 ｲｼﾌｸ ﾃﾞｨｽｸｱﾛｲ ｸﾗｳﾝ用
220ALBZX00027000 ｸﾘｱｼﾙﾊﾞｰ
220ALBZX00028000 ｼﾙﾊﾞｰⅡ
220ALBZX00029000 ｸﾘﾝﾃﾞﾝﾄ ﾋﾞｭｰﾃｨｰｼﾙﾊﾞｰ･ｴｽ
220ALBZX00030000 ｸﾘﾝﾃﾞﾝﾄ ﾋﾞｭｰﾃｨｰｼﾙﾊﾞｰ･ﾃﾞｨｰｴｯｸｽ
220ALBZX00031000 ｸﾘﾝﾃﾞﾝﾄ ﾒﾘｯﾄｼﾙﾊﾞｰ･ﾗｲﾄ
220ALBZX00044000 ｲｼﾌｸ ｷﾝﾊﾟﾗS12
220ALBZX00044A01 ﾓﾘﾀ ﾆｭｰ金ﾊﾟﾗｼﾞｳﾑ
220ALBZX00045000 ｲｼﾌｸｷﾝﾊﾟﾗE12 鋳造用第一種
220ALBZX00046000 ｷﾝﾊﾟﾗS20
220ALBZX00046A01 ﾆｭｰ金ﾊﾟﾗｼﾞｳﾑ20
220ALBZX00047000 ｲｼﾌｸ ｷﾝﾊﾟﾗﾍﾞｽﾄ12
220ALBZX00047A01 ﾌﾟﾗｲﾑｷｬｽﾄ12
220ALBZX00048000 ｸﾘﾝﾃﾞﾝﾄ ﾊﾟﾗｺﾞｰﾙﾄﾞ12

株式会社ﾄｸﾔﾏﾃﾞﾝﾀﾙ

011 歯科鋳造用銀合金  第１種 （銀60％以上インジウム５％未満ＪＩＳ適合
品）

１ｇ \702006 歯科鋳造用金銀パラジウム合金（金12％以上　ＪＩＳ適合品)

石福金属興業株式会社

１ｇ \1,504010 歯科用金銀パラジウム合金ろう （金15％以上　ＪＩＳ適合品)

１ｇ \106012 歯科鋳造用銀合金　第２種 （銀60％以上インジウム５％以上ＪＩＳ適合
品）

１ｇ \89
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