
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7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

21100BZZ00032000 ｼﾘﾝｼﾞｪｸﾀｰⅠ 大研医器株式会社 麻酔用精密持続注入器
21100BZZ00032000 携帯型注入ﾎﾟﾝﾌﾟ
21100BZZ00032000 精密持続点滴装置
21400BZZ00497000 ｸｰﾃﾞｯｸﾊﾞﾙｰﾝｼﾞｪｸﾀｰ 大研医器株式会社 麻酔用精密持続注入器
21400BZZ00497000 携帯型注入ﾎﾟﾝﾌﾟ
21400BZZ00497000 精密持続点滴装置
21600BZY00228000 網膜観察装置 OCT ｵﾌｻﾙﾓｽｺｰﾌﾟ 株式会社ﾆﾃﾞｯｸ 眼底三次元画像解析装置
21700BZG00045000 ｲﾝﾌｧﾝﾄﾌﾛｰｻｲﾊﾟｯﾌﾟ ｴｱ･ｳｫｰﾀｰ株式会社 人工呼吸器
22000BZX00790000 ｴｽﾊﾟｲｱ 7900 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)
22000BZX00798000 生体情報ﾓﾆﾀ IntelliVue MP5 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 ﾓﾆﾀ
220AABZX00020000 超音波診断装置 APLIO ARTIDA SSH-880CV 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)
220AABZX00077000 ｱｷｭｿﾝ P10 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(Ⅰ)
220AABZX00101000 ﾌﾟﾛｻｳﾝﾄﾞ 2 ｱﾛｶ株式会社 超音波検査装置(Ⅰ)
220ABBZX00067000 十二指腸ﾋﾞﾃﾞｵｽｺｰﾌﾟ OLYMPUS JF TYPE Y0001 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
220ABBZX00078000 十二指腸ﾋﾞﾃﾞｵｽｺｰﾌﾟ OLYMPUS TJF TYPE Y0001 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
220ABBZX00110000 一般X線撮影装置 MRAD-A20SC形 RADREX 東芝ﾒﾃﾞｨｶﾙ製造株式会社 診断用X線装置
220ABBZX00111000 一般X線撮影装置 MRAD-A25SC形 RADREX 東芝ﾒﾃﾞｨｶﾙ製造株式会社 診断用X線装置
220ABBZX00129000 ﾍﾟﾝﾀｯｸｽ ﾋﾞﾃﾞｵ超音波内視鏡 EG-3870UTK HOYA株式会社 内視鏡
220ABBZX00130000 ﾍﾟﾝﾀｯｸｽ ﾋﾞﾃﾞｵ超音波内視鏡 EG-3670URK HOYA株式会社 内視鏡
220ABBZX00131000 ﾍﾟﾝﾀｯｸｽ ﾋﾞﾃﾞｵ超音波内視鏡 EG-3830UT HOYA株式会社 内視鏡
220ABBZX00132000 ﾍﾟﾝﾀｯｸｽ ﾋﾞﾃﾞｵ食道ｽｺｰﾌﾟ EE-1580K HOYA株式会社 内視鏡
220ABBZX00133000 ﾍﾟﾝﾀｯｸｽ ﾋﾞﾃﾞｵ気管支ｽｺｰﾌﾟ EB-1170K HOYA株式会社 内視鏡
220ABBZX00135000 ﾍﾟﾝﾀｯｸｽ ﾋﾞﾃﾞｵ気管支ｽｺｰﾌﾟ 70ｼﾘｰｽﾞ HOYA株式会社 内視鏡
220ABBZX00138000 ﾍﾟﾝﾀｯｸｽ ﾋﾞﾃﾞｵ上部消化管ｽｺｰﾌﾟ EG-1870K HOYA株式会社 内視鏡
220ABBZX00140000 ﾍﾟﾝﾀｯｸｽ ﾋﾞﾃﾞｵ上部消化管ｽｺｰﾌﾟ EG-2470K HOYA株式会社 内視鏡
220ABBZX00141000 ﾍﾟﾝﾀｯｸｽ ﾋﾞﾃﾞｵ上部消化管ｽｺｰﾌﾟ EG-2970K HOYA株式会社 内視鏡
220ABBZX00142000 ﾍﾟﾝﾀｯｸｽ ﾋﾞﾃﾞｵ上部消化管ｽｺｰﾌﾟ EG-3470K HOYA株式会社 内視鏡
220ABBZX00143000 ﾍﾟﾝﾀｯｸｽ ﾋﾞﾃﾞｵ上部消化管ｽｺｰﾌﾟ EG-1580K HOYA株式会社 内視鏡
220ABBZX00146000 ﾍﾟﾝﾀｯｸｽ ﾋﾞﾃﾞｵ膀胱ｽｺｰﾌﾟ ECY-1570 HOYA株式会社 内視鏡
220ABBZX00147000 ﾍﾟﾝﾀｯｸｽ 気管支ﾌｧｲﾊﾞｰｽｺｰﾌﾟ FB-15BS HOYA株式会社 内視鏡
220ABBZX00148000 ﾍﾟﾝﾀｯｸｽ 気管支ﾌｧｲﾊﾞｰｽｺｰﾌﾟ FB-15RBS HOYA株式会社 内視鏡
220ABBZX00149000 ﾍﾟﾝﾀｯｸｽ 気管支ﾌｧｲﾊﾞｰｽｺｰﾌﾟ FB-18BS HOYA株式会社 内視鏡
220ABBZX00150000 ﾍﾟﾝﾀｯｸｽ 気管支ﾌｧｲﾊﾞｰｽｺｰﾌﾟ FB-18RBS HOYA株式会社 内視鏡
220ABBZX00151000 ﾍﾟﾝﾀｯｸｽ 膀胱ﾌｧｲﾊﾞｰｽｺｰﾌﾟ FCY-BSｼﾘｰｽﾞ HOYA株式会社 内視鏡
220ABBZX00152000 ﾍﾟﾝﾀｯｸｽ ﾋｽﾃﾛﾌｧｲﾊﾞｰｽｺｰﾌﾟ FHY-BSｼﾘｰｽﾞ HOYA株式会社 内視鏡
220ABBZX00154000 ﾍﾟﾝﾀｯｸｽ 鼻咽喉ﾌｧｲﾊﾞｰｽｺｰﾌﾟ FNL-10RBS HOYA株式会社 内視鏡
220ABBZX00155000 ﾍﾟﾝﾀｯｸｽ 尿管ﾌｧｲﾊﾞｰｽｺｰﾌﾟ FUR-BSｼﾘｰｽﾞ HOYA株式会社 内視鏡
220ABBZX00157000 ﾍﾟﾝﾀｯｸｽ ﾋﾞﾃﾞｵ鼻咽喉ｽｺｰﾌﾟ VNL-1070STK HOYA株式会社 内視鏡
220ABBZX00158000 ﾍﾟﾝﾀｯｸｽ ﾋﾞﾃﾞｵ鼻咽喉ｽｺｰﾌﾟ VNL-1170 HOYA株式会社 内視鏡
220ABBZX00159000 ﾍﾟﾝﾀｯｸｽ ﾋﾞﾃﾞｵ鼻咽喉ｽｺｰﾌﾟ VNL-1570STK HOYA株式会社 内視鏡
220ABBZX00160000 ﾍﾟﾝﾀｯｸｽ ﾋﾞﾃﾞｵ鼻咽喉ｽｺｰﾌﾟ VNL-1570 HOYA株式会社 内視鏡
220ABBZX00161000 ﾍﾟﾝﾀｯｸｽ ﾋﾞﾃﾞｵ鼻咽喉ｽｺｰﾌﾟ VNL-100s HOYA株式会社 内視鏡
220ABBZX00162000 ﾍﾟﾝﾀｯｸｽ ﾋﾞﾃﾞｵ鼻咽喉ｽｺｰﾌﾟ VNL-100STs HOYA株式会社 内視鏡
220ABBZX00163000 ﾍﾟﾝﾀｯｸｽ ﾋﾞﾃﾞｵ鼻咽喉ｽｺｰﾌﾟ VNL-110s HOYA株式会社 内視鏡
220ABBZX00164000 ﾍﾟﾝﾀｯｸｽ ﾋﾞﾃﾞｵ鼻咽喉ｽｺｰﾌﾟ VNL-110STs HOYA株式会社 内視鏡
220ABBZX00165000 ﾍﾟﾝﾀｯｸｽ ﾋﾞﾃﾞｵ鼻咽喉ｽｺｰﾌﾟ VNL-150s HOYA株式会社 内視鏡
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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7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

220ABBZX00166000 ﾍﾟﾝﾀｯｸｽ ﾋﾞﾃﾞｵ上部消化管ｽｺｰﾌﾟ EG-3870TK HOYA株式会社 内視鏡
220ABBZX00167000 ﾍﾟﾝﾀｯｸｽ ﾋﾞﾃﾞｵ上部消化管ｽｺｰﾌﾟ EG-2990i HOYA株式会社 内視鏡
220ABBZX00168000 ﾍﾟﾝﾀｯｸｽ ﾋﾞﾃﾞｵ上部消化管ｽｺｰﾌﾟ 70Kｼﾘｰｽﾞ HOYA株式会社 内視鏡
220ABBZX00173000 ﾍﾟﾝﾀｯｸｽ ﾋﾞﾃﾞｵ大腸ｽｺｰﾌﾟ EC-3870ｼﾘｰｽﾞ HOYA株式会社 内視鏡
220ABBZX00213000 ｶｾｯﾃﾚｽX線ﾃﾚﾋﾞｼｽﾃﾑ SHIMAVISION EX Pro 株式会社島津製作所 診断用X線装置
220ADBZX00067000 s5r ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ ｼｽﾃﾑ ﾎﾞﾙｹｰﾉ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 超音波検査装置(Ⅳ)
220ADBZX00073000 救急用ｶﾌﾟﾉﾒｰﾀ EMMAｼﾘｰｽﾞ ﾌｸﾀﾞ電子株式会社 ﾓﾆﾀ
220AGBZX00033A01 ﾌｨﾝｶﾞｰﾃｨｯﾌﾟﾊﾟﾙｽｵｷｼﾒｰﾀ OXISANTA 株式会社ｺｰｹﾝ ﾊﾟﾙｽｵｷｼﾒｰﾀ
220AGBZX00036000 ﾍﾟﾝﾀｯｸｽ ﾋﾞﾃﾞｵ気管支ｽｺｰﾌﾟ 70Kｼﾘｰｽﾞ HOYA株式会社 内視鏡
220AGBZX00040000 ﾍﾟﾝﾀｯｸｽ 鼻咽喉ﾌｧｲﾊﾞｰｽｺｰﾌﾟ FNL-RP3ｼﾘｰｽﾞ HOYA株式会社 内視鏡
220AGBZX00041000 ﾍﾟﾝﾀｯｸｽ 気管支ﾌｧｲﾊﾞｰｽｺｰﾌﾟ FB-8V HOYA株式会社 内視鏡
220AGBZX00051000 ﾍﾟﾝﾀｯｸｽ 胆道ﾌｧｲﾊﾞｰｽｺｰﾌﾟ FCN-15X HOYA株式会社 内視鏡
220AGBZX00052000 ﾍﾟﾝﾀｯｸｽ 胆道ﾍﾋﾞｰﾌｧｲﾊﾞｰｽｺｰﾌﾟ FCP-9P HOYA株式会社 内視鏡
220AGBZX00067000 ﾍﾟﾝﾀｯｸｽ 気管支ﾌｧｲﾊﾞｰｽｺｰﾌﾟ FB-Vｼﾘｰｽﾞ HOYA株式会社 内視鏡
220AGBZX00110000 ｽｰﾊﾟｰｶｲﾈ SK-10WDX ﾐﾅﾄ医科学株式会社 低周波治療器
220AGBZX00111000 ｽｰﾊﾟｰｶｲﾈ SK-10W ﾐﾅﾄ医科学株式会社 低周波治療器
220AGBZX00114000 ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾗｼﾞｵｸﾞﾗﾌｨ CXDI-60G ｷﾔﾉﾝ株式会社 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ映像化処理装置
220AIBZX00039000 ｱｷｭｿﾝ P50 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)
220AIBZX00044000 ｲｰｼﾞｵ ｼｰﾒﾝｽ旭ﾒﾃﾞｨﾃｯｸ株式会社 診断用X線装置
220ALBZX00049000 ｽｰﾊﾟｰﾃｸﾄﾛﾝ HX604 株式会社ﾃｸﾉﾘﾝｸ 低周波治療器

2



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7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 006 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 一般用  \204
21000BZZ00583000 ﾍﾞｽﾄ肩鎖関節ﾌﾟﾚｰﾄ ﾍﾞｽﾄﾒﾃﾞｨｶﾙ株式会社 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
21100BZZ00032000 ｼﾘﾝｼﾞｪｸﾀｰⅠ 大研医器株式会社 008 携帯型ディスポーザブル注入ポンプセット  \4,000
21100BZZ00509A01 VT 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 ア 標準型  \63,600
21400BZZ00497000 ｸｰﾃﾞｯｸﾊﾞﾙｰﾝｼﾞｪｸﾀｰ 大研医器株式会社 008 携帯型ディスポーザブル注入ポンプセット  \4,000
21600BZZ00372000 ﾍﾞｽﾄ肩鎖関節ﾌﾟﾚｰﾄ(滅菌済み) ﾍﾞｽﾄﾒﾃﾞｨｶﾙ株式会社 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
21600BZZ00598000 ｷｬﾘｰ 株式会社ﾕｰ･ﾃｨｰ･ｴﾑ 010 血管造影用マイクロカテーテル (1) オーバーザワイヤー ③ デタッチャブルコイル用  \66,600
21600BZZ00598A01 ﾏｲｸﾛｶﾃｰﾃﾙ 株式会社ﾕｰ･ﾃｨｰ･ｴﾑ 010 血管造影用マイクロカテーテル (1) オーバーザワイヤー ② 造影能強化型  \41,800
21600BZZ00598A01 010 血管造影用マイクロカテーテル (1) オーバーザワイヤー ① 選択的アプローチ型 ア ブレードあり  \54,300
21600BZZ00634A02 ｱｼﾞｬｽﾄﾒﾝﾄ･ﾋｯﾌﾟ･ｽｸﾘｭｰ(滅菌品) ﾅｶｼﾏﾌﾟﾛﾍﾟﾗ株式会社 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
21600BZZ00634A02 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
21600BZZ00634A02 062 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）  \53,500
21600BZZ00634A02 062 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）  \10,000
21600BZZ00634A02 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
21800BZZ10130000 ﾌｨﾙﾄﾗｲｻﾞｰNF 東ﾚ株式会社 040 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)
 \1,800

21800BZZ10130000 040 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)

 \1,770

21900BZZ00025000 UA-CV ｶﾃｰﾃﾙ ｷｯﾄ 日本ｼｬｰｳｯﾄﾞ株式会社 021 中心静脈用カテーテル (2) 抗血栓性型  \2,380
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 135 尿路拡張用カテーテル (3) 尿道用  \41,700
219AFBZX00189000 BD ﾏｲｸﾛﾌｧｲﾝﾌﾟﾗｽ 29G-F 日本ﾍﾞｸﾄﾝ･ﾃﾞｨｯｷﾝｿﾝ株式会社 007 万年筆型注入器用注射針 (1) 標準型  \15
22000BZI00008000 ﾃﾞｨﾃﾞｪｺ 小児用人工肺 ｿｰﾘﾝ株式会社 124 ディスポーザブル人工肺（膜型型） (1) 体外循環型（リザーバー機能あり）  \171,000
22000BZI00008000 124 ディスポーザブル人工肺（膜型型） (2) 体外循環型（リザーバー機能なし）  \157,000
22000BZX00120000 ｼﾞｪﾈｼｽⅡ ｵｷｼﾆｳﾑ ﾌｪﾓﾗﾙｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ ｽﾐｽ・ｱﾝﾄﾞ・ﾈﾋｭｰ 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 ③全置換用材料(Ⅲ) \357,100
22000BZX00185000 ｺﾞｱTAG胸部大動脈ｽﾃﾝﾄｸﾞﾗﾌﾄｼｽﾃﾑ ｼﾞｬﾊﾟﾝｺﾞｱﾃｯｸｽ株式会社 146 大動脈用ステントグラフト (3)胸部大動脈用ステントグラフト \1,620,000
22000BZX00576000 MOD-Centaurｽﾃﾑ 日本ﾒﾃﾞｨｶﾙﾏﾃﾘｱﾙ株式会社 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
22000BZX00576000 075 固定用金属線 (2) 大転子専用締結器  \141,000
22000BZX00735000 proGAV ｼｬﾝﾄｼｽﾃﾑ ﾋﾞｰ･ﾌﾞﾗｳﾝｴｰｽｸﾗｯﾌﾟ株式会社 108 頭・静脈、腹腔シャントバルブ (1) 標準型 ① 標準機能 エ 遠位カテーテル ⅰ 標準型  \33,200
22000BZX00735000 108 頭・静脈、腹腔シャントバルブ (1) 標準型 ① 標準機能 オ コネクタ ⅰ ストレート  \8,260
22000BZX00735000 108 頭・静脈、腹腔シャントバルブ (1) 標準型 ① 標準機能 イ リザーバー  \21,600
22000BZX00735000 108 頭・静脈、腹腔シャントバルブ (1) 標準型 ① 標準機能 ア 近位カテーテル ⅰ 標準型  \24,600
22000BZX00735000 108 頭・静脈、腹腔シャントバルブ (1) 標準型 ② 特殊機能  \68,100
22000BZX00735000 108 頭・静脈、腹腔シャントバルブ (1) 標準型 ① 標準機能 ウ バルブ ⅱ 流量調節・圧可変式  \183,000
22000BZX00741000 Sapphire 1.25 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 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
22000BZX00795000 ｺﾝｸｴｽﾄ PTAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 株式会社ﾒﾃﾞｨｺﾝ 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 ア 標準型  \63,600
22000BZX00797000 ﾌﾟﾛﾝﾄ ｴｸｽﾄﾗｸｼｮﾝ ｶﾃｰﾃﾙ V3 日本光電工業株式会社 133 血管内手術用カテーテル (9) 血栓除去用カテーテル ③ 経皮的血栓除去用  \63,500
22000BZX00799000 ｴｸｽﾎﾟｰﾄ XT ｱｽﾋﾟﾚｰｼｮﾝｶﾃｰﾃﾙ 日本ﾒﾄﾞﾄﾛﾆｯｸ株式会社 133 血管内手術用カテーテル (9) 血栓除去用カテーテル ③ 経皮的血栓除去用  \63,500
22000BZY00020000 ｲﾝﾃｸﾞﾗ真皮欠損用ｸﾞﾗﾌﾄ ｾﾝﾁｭﾘｰﾒﾃﾞｨｶﾙ株式会社 102 真皮欠損用グラフト １㎠当たり \457
220AABZX00011000 ﾄﾗﾌｨｯﾄ 泉工医科工業株式会社 027 気管内チューブ (1) カフあり ① カフ上部吸引機能あり  \2,760
220AIBZX00041000 ｸﾞﾘｯﾊﾟｰﾌﾟﾗｽ ｽﾐｽﾒﾃﾞｨｶﾙ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 002 在宅中心静脈栄養用輸液セット (2) 付属品 ① フーバー針  \400
220AIBZX00038000 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 の一部 ※
220AIBZX00038000 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 (2) ツーステップ法・内外瘻法セット　の一部 ※
220AIBZX00038000 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 (5) 追加・交換用セット　の一部 ※
※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。

栃木精工株式会社CX-PTC針
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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7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

22000BZI00003000 ｼﾃﾞｷｼｽﾃﾞｼﾞﾀﾙX線ｼｽﾃﾑ ｼﾛﾅﾃﾞﾝﾀﾙｼｽﾃﾑｽﾞ株式会社 歯科ｴｯｸｽ線撮影ﾃﾞｼﾞﾀﾙ映像化処理装置
22000BZI00003000 ﾃﾞﾝﾀﾙX線撮影装置

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7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)
14500BZZ00338000 歯科用純金 城北冶金工業株式会社 001 歯科用純金地金（金99.99%I以上） １ｇ \2,981
14100BZZ00194005 ｷﾝｸﾞｶﾗｯﾄﾒﾀﾙ 城北冶金工業株式会社 015 歯科用プラスメタル （銀25％以上） １ｇ \237
15700BZZ01578000 SNKｽｸﾘｭｰﾎﾟｽﾄ 山八歯材工業株式会社 057 スクリューポスト  支台築造用 １本 \61
20300BZZ00068000 仮着用ﾈｵﾀﾞｲﾝT ﾈｵ製薬工業株式会社 048 歯科用合着・接着材料Ⅲ（粉末・液） １ｇ \24
219ADBZX00129000 ﾈｵｾﾒﾝﾄ ﾈｵ製薬工業株式会社 048 歯科用合着・接着材料Ⅲ（粉末・液） １ｇ \24
219AFBZX00132000 特殊 18-8 鋼線 城北冶金工業株式会社 027 歯科用ステンレス鋼線 バー用 （ＪＩＳ適合品） １㎝ \18
219AFBZX00132000 023 歯科用ステンレス鋼線 鉤用 （ＪＩＳ適合品） １㎝ \9
219AFBZX00132000 024 歯科用ステンレス鋼線 バー用 （ＪＩＳ適合品） １㎝ \18
219AFBZX00132000 026 歯科用ステンレス鋼線 鉤用 （ＪＩＳ適合品） １㎝ \9
219AFBZX00133000 ｷﾝｸﾞｺﾊﾞﾙﾄ線 城北冶金工業株式会社 022 歯科用コバルトクロム合金線 バー用 （ＪＩＳ適合品） １㎝ \67
219AFBZX00133000 021 歯科用コバルトクロム合金線 鉤用 （ＪＩＳ適合品） １㎝ \16
219AFBZX00133000 023 歯科用コバルトクロム合金線 鉤用 （ＪＩＳ適合品） １㎝ \16
219AFBZX00133000 024 歯科用コバルトクロム合金線 バー用 （ＪＩＳ適合品） １㎝ \67
219AFBZX00134000 ｷﾝｸﾞｷｬｽﾄ - 12% 城北冶金工業株式会社 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
219AFBZX00135000 ｷﾝｸﾞｼﾙﾊﾞｰ 城北冶金工業株式会社 012 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 \106
219AFBZX00136000 ｷﾝｸﾞｼﾙﾊﾞｰS 城北冶金工業株式会社 012 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 \106
219AFBZX00137000 ｷﾝｸﾞｼﾙﾊﾞｰEX 城北冶金工業株式会社 012 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 \106
219AFBZX00138000 ﾌﾟﾗｲﾑｼﾙﾊﾞｰ 城北冶金工業株式会社 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 \89
219AFBZX00144000 ｼﾞｪｲﾋﾟｰ - K14 城北冶金工業株式会社 003 歯科鋳造用14カラット金合金 鉤用 （ＪＩＳ適合品） １ｇ \1,945
219AFBZX00145000 ｷﾝｸﾞ金ﾊﾟﾗｼﾞｳﾑﾊﾞｰ線 城北冶金工業株式会社 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
219AFBZX00145000 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
219AFBZX00153000 ｷﾝｸﾞｷｬｽﾄ 20% 城北冶金工業株式会社 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
219AFBZX00154000 ｱﾙﾊﾟﾘｳﾑﾊｰﾄﾞ 城北冶金工業株式会社 020 歯科鋳造用コバルトクロム合金 鉤・バー用 １ｇ \27
219AFBZX00154000 025 歯科鋳造用コバルトクロム合金  床用 １ｇ \28
219AFBZX00157000 ｷﾝｸﾞ金ﾊﾟﾗｼﾞｳﾑろう 城北冶金工業株式会社 010 歯科用金銀パラジウム合金ろう （金15％以上 ＪＩＳ適合品) １ｇ \1,504
219AFBZX00158000 ｷﾝｸﾞ板状ｿﾙﾀﾞｰH 城北冶金工業株式会社 013 歯科用銀ろう （ＪＩＳ適合品） １ｇ \217
219AFBZX00159000 ｷﾝｸﾞﾆｭｰﾘﾎﾞﾝｿﾙﾀﾞｰ 城北冶金工業株式会社 013 歯科用銀ろう （ＪＩＳ適合品） １ｇ \217
219AFBZX00160000 ｷﾝｸﾞ板状ｿﾙﾀﾞｰ 城北冶金工業株式会社 013 歯科用銀ろう （ＪＩＳ適合品） １ｇ \217
219AFBZX00166000 ｷﾝｸﾞ 18-8 鋼線 城北冶金工業株式会社 023 歯科用ステンレス鋼線 鉤用 （ＪＩＳ適合品） １㎝ \9
219AFBZX00166000 026 歯科用ステンレス鋼線 鉤用 （ＪＩＳ適合品） １㎝ \9
220AABZX00093000 ｼﾞｰｼｰ ﾐﾛｼﾙﾊﾞｰ ｼﾞｰｼｰﾃﾞﾝﾀﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ 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 \89
220AABZX00094000 ｼﾞｰｼｰ ﾐﾛｽﾘｰ ｼﾞｰｼｰﾃﾞﾝﾀﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ 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 \89
220AABZX00095000 ｼﾞｰｼｰ ｷｬｽﾃｨﾝｸﾞｼﾙﾊﾞｰS ｼﾞｰｼｰﾃﾞﾝﾀﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ 012 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 \106
220AABZX00096000 ｼﾞｰｼｰ ｷｬｽﾃｨﾝｸﾞｼﾙﾊﾞｰｺｱｰ ｼﾞｰｼｰﾃﾞﾝﾀﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ 012 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 \106
220AABZX00097000 ｼﾞｰｼｰ ﾐﾛﾌﾞﾗｲﾄ ｼﾞｰｼｰﾃﾞﾝﾀﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ 012 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 \106
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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7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)
220AABZX00100000 ｼﾞｰｼｰ ﾗｸｿﾝ 株式会社ｼﾞｰｼｰﾃﾞﾝﾀﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ 033 義歯床用アクリリック樹脂 （液  ＪＩＳ適合品） １mL \4
220AABZX00100000 042 義歯床用アクリリック樹脂 （液  ＪＩＳ適合品） １mL \4
220AABZX00100000 032 義歯床用アクリリック樹脂 （粉末  ＪＩＳ適合品） １ｇ \5
220AABZX00100000 041 義歯床用アクリリック樹脂 （粉末  ＪＩＳ適合品） １ｇ \5
220AABZX00110000 ｼﾞｰｼｰ MIﾌﾛｰ 株式会社ｼﾞｰｼｰﾃﾞﾝﾀﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ 049 歯科充填用材料  Ⅰ １ｇ \704
220AABZX00111000 ｼﾞｰｼｰ ｸｲｯｸｱｸﾛﾝ 株式会社ｼﾞｰｼｰﾃﾞﾝﾀﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ 041 義歯床用アクリリック樹脂 （粉末  ＪＩＳ適合品） １ｇ \5
220AABZX00111000 032 義歯床用アクリリック樹脂 （粉末  ＪＩＳ適合品） １ｇ \5
220AABZX00111000 042 義歯床用アクリリック樹脂 （液  ＪＩＳ適合品） １mL \4
220AABZX00111000 033 義歯床用アクリリック樹脂 （液  ＪＩＳ適合品） １mL \4
220AFBZX00096000 ﾐﾘｵﾝ 山八歯材工業株式会社 032 レジン歯  臼歯用 （ＪＩＳ適合品） ８本１組 \269
220AFBZX00096000 031 レジン歯  前歯用 （ＪＩＳ適合品） ６本１組 \269
220AFBZX00097000 ﾅﾊﾟｰｽ 山八歯材工業株式会社 032 レジン歯  臼歯用 （ＪＩＳ適合品） ８本１組 \269
220AFBZX00098000 ﾅﾊﾟｰｽG 山八歯材工業株式会社 032 レジン歯  臼歯用 （ＪＩＳ適合品） ８本１組 \269
220AFBZX00099000 ﾆｭｰｴｰｽ 山八歯材工業株式会社 031 レジン歯  前歯用 （ＪＩＳ適合品） ６本１組 \269
220AFBZX00100000 ﾆｭｰﾐﾘｵﾝ 山八歯材工業株式会社 031 レジン歯  前歯用 （ＪＩＳ適合品） ６本１組 \269
220AFBZX00101000 ｸﾞﾛﾘｱｴｲｼﾞﾚｽﾌｫｰﾑ 山八歯材工業株式会社 032 レジン歯  臼歯用 （ＪＩＳ適合品） ８本１組 \269
220AFBZX00102000 ｴﾌｴｯｸｽ 山八歯材工業株式会社 031 レジン歯  前歯用 （ＪＩＳ適合品） ６本１組 \269
220AFBZX00102000 032 レジン歯  臼歯用 （ＪＩＳ適合品） ８本１組 \269
220AFBZX00103000 ﾈｵｺﾞｰﾙﾄﾞ12 山八歯材工業株式会社 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
220AFBZX00104000 EXｼﾙﾊﾞｰ S-Ⅰ 山八歯材工業株式会社 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 \89
220AFBZX00105000 EXｼﾙﾊﾞｰ S-Ⅱ 山八歯材工業株式会社 012 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 \106
220AFBZX00106000 ｱﾙﾁﾒｯﾄｼﾙﾊﾞｰ 山八歯材工業株式会社 012 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 \106
220AFBZX00112000 ﾈｵﾘｭｳﾑ H 山八歯材工業株式会社 020 歯科鋳造用コバルトクロム合金 鉤・バー用 １ｇ \27
220AFBZX00113000 ﾈｵﾘｭｳﾑ S 山八歯材工業株式会社 020 歯科鋳造用コバルトクロム合金 鉤・バー用 １ｇ \27
220AFBZX00114000 ﾍﾞｲｼｽ MC 山八歯材工業株式会社 042 義歯床用アクリリック樹脂 （液  ＪＩＳ適合品） １mL \4
220AFBZX00114000 041 義歯床用アクリリック樹脂 （粉末  ＪＩＳ適合品） １ｇ \5
220AFBZX00115000 ﾍﾞｲｼｽ ｸｲｯｸ 山八歯材工業株式会社 042 義歯床用アクリリック樹脂 （液  ＪＩＳ適合品） １mL \4
220AFBZX00115000 041 義歯床用アクリリック樹脂 （粉末  ＪＩＳ適合品） １ｇ \5
220AFBZX00116000 ﾏｯｸ ﾚｼﾞﾝⅡ 山八歯材工業株式会社 042 義歯床用アクリリック樹脂 （液  ＪＩＳ適合品） １mL \4
220AFBZX00116000 041 義歯床用アクリリック樹脂 （粉末  ＪＩＳ適合品） １ｇ \5
220AFBZX00119000 ﾊﾟｰｼｬﾙﾌﾞﾗｲﾄ 山八歯材工業株式会社 043 義歯床用アクリリック即時硬化樹脂 （粉末） １ｇ \28
220AFBZX00119000 044 義歯床用アクリリック即時硬化樹脂 （液） １mL \19
220AFBZX00120000 ﾍﾞｲｼｽ 山八歯材工業株式会社 042 義歯床用アクリリック樹脂 （液  ＪＩＳ適合品） １mL \4
220AFBZX00120000 041 義歯床用アクリリック樹脂 （粉末  ＪＩＳ適合品） １ｇ \5
220AKBZX00048000 NC ﾍﾞﾗｼｱ ｱﾝﾃﾘｱ 株式会社滋賀松風 035 硬質レジン歯  前歯用 ６本１組 \619
220AKBZX00049000 NC ﾍﾞﾗｼｱ ﾎﾟｽﾃﾘｱ 株式会社滋賀松風 036 硬質レジン歯  臼歯用 ８本１組 \801
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