
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21年1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

21500BZY00542000 腎盂尿管ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｽｺｰﾌﾟ AUR 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
219AABZX00278000 ﾍﾟﾝﾀｶﾑ HR 中央産業貿易株式会社 角膜形状解析装置
22000BZX01365000 ﾃﾙﾌｨｰﾄﾞ栄養ﾎﾟﾝﾌﾟFE-201 ﾃﾙﾓ株式会社 注入ﾎﾟﾝﾌﾟ(Ⅲ)
22000BZX01552000 ﾊﾟﾙｽﾘｰﾌﾟ LS-120 ﾌｸﾀﾞ電子株式会社 終夜睡眠診断装置(Ⅰ)

ﾊﾟﾙｽｵｷｼﾒｰﾀ
22000BZX01553000 ﾄｯﾌﾟ経腸栄養ﾎﾟﾝﾌﾟ TOP-6100 株式会社ﾄｯﾌﾟ 注入ﾎﾟﾝﾌﾟ(Ⅲ)
22000BZX01554000 ﾄｯﾌﾟｼﾘﾝｼﾞﾎﾟﾝﾌﾟ TOP-5510 株式会社ﾄｯﾌﾟ 精密持続点滴装置

注入ﾎﾟﾝﾌﾟ(Ⅲ)
22000BZX01609000 ﾊﾐﾝｸﾞX 株式会社ﾒﾄﾗﾝ 人工呼吸器
22000BZX01610000 ﾃｸﾆｽ ﾜﾝﾋﾟｰｽ ｴｲｴﾑｵｰ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 後房ﾚﾝｽﾞ
220AABZX00313000 ﾉﾝｺﾝﾀｸﾄﾄﾉﾒｰﾀ NT-510 株式会社ﾆﾃﾞｯｸ 眼圧計
220AABZX00325000 AXIOM ｱｰﾃｨｽ U ｼｰﾒﾝｽ旭ﾒﾃﾞｨﾃｯｸ株式会社 診断用X線装置
220ABBZX00107000 上部消化管汎用ﾋﾞﾃﾞｵｽｺｰﾌﾟ OLYMPUS GIF TYPE Y0005 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
220ABBZX00218000 耳鼻咽喉ﾌｧｲﾊﾞｰｽｺｰﾌﾟ OLYMPUS ENF 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
220ABBZX00239000 大腸ﾋﾞﾃﾞｵｽｺｰﾌﾟ OLYMPUS CF TYPE Y0002-I 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
220ABBZX00266000 耳鼻咽喉ﾋﾞﾃﾞｵｽｺｰﾌﾟ OLYMPUS ENF TYPE Y0002 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
220ABBZX00267000 耳鼻咽喉ﾋﾞﾃﾞｵｽｺｰﾌﾟ OLYMPUS ENF TYPE Y0003 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
220ABBZX00268000 鼻咽喉ﾋﾞﾃﾞｵｽｺｰﾌﾟ OLYMPUS ENF TYPE Y0004 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
220ABBZX00282000 耳鼻咽喉ﾋﾞﾃﾞｵｽｺｰﾌﾟ OLYMPUS ENF TYPE Y0010 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
220ABBZX00298000 鼻咽喉ﾌｧｲﾊﾞｰｽｺｰﾌﾟ OLYMPUS ENF TYPE Y0005 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
220ACBZX00098000 ｺﾝﾊﾟｸﾄTｽｷｬﾝ 株式会社吉田製作所 MRI装置
220ADBZX00135000 ｸﾘｰﾝｻﾝｿ FH-30/3L ﾌｸﾀﾞ電子株式会社 酸素供給装置 (Ⅰ)
220AGBZX00288000 ｵｰｼﾞｵ ﾄﾛﾝ EF-150 ｵｰｼﾞｰ技研株式会社 低周波治療器
220AGBZX00289000 ｵｰｼﾞｵ ﾄﾛﾝ EF-250 ｵｰｼﾞｰ技研株式会社 低周波治療器
220AGBZX00308000 解析付心電計 Kenz Cardico 1213 株式会社ｽｽﾞｹﾝ 心電計(Ⅱ)
220AIBZX00070000 ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｱﾅﾗｲｻﾞｰ MedGem+ ｴﾑﾋﾟｰｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 呼気ｶﾞｽ分析装置
220AIBZX00070000 基礎代謝測定装置
220AIBZX00078000 ｿﾉﾋﾞｽﾀ FX 持田ｼｰﾝｽﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑ株式会社 超音波検査装置(Ⅱ)
220AKBZX00122000 ｴｽｴｯｸｽ･ﾓｼﾞｭｰﾙ SX-2007 ｹﾝﾂﾒﾃﾞｨｺ株式会社 ﾊﾟﾙｽｵｷｼﾒｰﾀ
220ALBZX00062000 ﾌﾟﾛﾃｸﾉ PNF ﾌﾟﾗｲﾑ 株式会社ﾃｸﾉﾘﾝｸ 低周波治療器
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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)
16300BZY00887A01 一時ﾍﾟｰｼﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ 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 (2) 蛇行血管用  \5,140
16300BZY00887A01 114 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  \27,100
20100BZZ01202000 ｲﾝﾊﾟﾙ輸注器 三矢ﾒﾃﾞｨｶﾙ株式会社 008 携帯型ディスポーザブル注入ポンプセット  \4,000

DIB ｶﾃｰﾃﾙ
ﾃﾞｨｳﾞ ｶﾃｰﾃﾙ
DIB ｶﾃｰﾃﾙ K-PCA ｼｽﾃﾑ
MAC-DF ｼｽﾃﾑ
DIB ｼｽﾃﾑ
ﾃﾞｨｳﾞ ｶﾃｰﾃﾙ K-PCA ｼｽﾃﾑ
DIB-PCA ｼｽﾃﾑ
ﾃﾞｨｳﾞ PCA ｼｽﾃﾑ
B-D ｲﾝﾌｭｰｻﾞｰ
ｲﾝﾌｭｰｻﾞｰ
ﾜﾝﾃﾞｨｳﾞ PCA
DIB ｲﾝﾌｭｰｻﾞｰ
PCA ｲﾝﾌｭｰｻﾞｰ

20300BZY00677000 ｻｰﾓﾀﾞｲﾘｭｰｼｮﾝ･ｶﾃｰﾃﾙ(ﾉﾝ･ｺｰﾄ) 日本ﾍﾞｸﾄﾝ･ﾃﾞｨｯｷﾝｿﾝ株式会社 005 サーモダイリューション用カテーテル (1) 一般型 ① 標準型 イ 輸液又はペーシングリード用ルーメンあり  \34,600
20400BZY00388A01 ﾊﾞｰﾀﾞﾑ ﾊﾞｲｵｷｬｽ ﾌｫｰﾘｰｶﾃｰﾃﾙ 株式会社ﾒﾃﾞｨｺﾝ 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
20400BZY00541A01 ﾊﾞｰﾄﾞ ﾊﾞｲｵｷｬｽ ﾌｫｰﾘｰｶﾃｰﾃﾙ 株式会社ﾒﾃﾞｨｺﾝ 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
21100BZZ00687000 ｱﾀﾞｶﾗﾑ 株式会社JIMRO 049 白血球吸着用材料 \122,000
21400BZY00319A01 ｾﾛﾌｧｲﾝ ﾋﾞｰ･ﾌﾞﾗﾝｴｰｽｸﾗｯﾌﾟ株式会社 007 万年筆型注入器用注射針 (1) 標準型  \15
21900BZX00789000 2×4ｻｰｼﾞｶﾙﾘｰﾄﾞ 日本ﾒﾄﾞﾄﾛﾆｯｸ株式会社 086 脊髄刺激装置用リードセット（4極用） \173,000
21900BZZ00039000 ｼﾞｪｲｽ 株式会社 ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ﾃｨｯｼｭ・ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 150 ヒト自家移植組織 \306,000
22000BZX01360000 滅菌済 LEGACY ｽﾊﾟｲﾅﾙｼｽﾃﾑ2 ﾒﾄﾞﾄﾛﾆｯｸｿﾌｧﾓｱﾀﾞﾈｯｸ株式会社 064 脊椎固定用材料 (6) 脊椎スクリュー（可動型）  \114,000
22000BZX01549000 旭APSﾄﾞﾗｲｼﾘｰｽﾞ 旭化成ｸﾗﾚﾒﾃﾞｨｶﾙ株式会社 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 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
22000BZX01549000 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)  \1,800
22000BZX01549000 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
22000BZX01549000 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
22000BZX01564000 ﾃﾝﾄﾞﾘﾙ ST ｾﾝﾄ･ｼﾞｭｰﾄﾞ･ﾒﾃﾞｨｶﾙ株式会社 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
22000BZX01607000 ｸﾗﾆｵﾌﾟﾚｰﾄ ﾋﾞｰ･ﾌﾞﾗﾝｴｰｽｸﾗｯﾌﾟ株式会社 060 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）  \4,360
22000BZX01607000 061 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  \104,000
22000BZX01607000 061 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  \17,200
22000BZX01607000 061 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  \22,700
22000BZX01608000 ﾃﾝﾄﾞﾘﾙ ST ﾘｰﾄﾞ ﾌｸﾀﾞ電子株式会社 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
22000BZX01614000 東ﾚHDFﾌｨﾙﾀｰ 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。） (5) ヘモダイアフィルター  \2,790
22000BZX01633000 ｴﾝﾄﾞﾀｯｸ ﾘﾗｲｱﾝｽ G AFx ﾃﾞｭｱﾙｺｲﾙ 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 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
22000BZX01634000 ｴﾝﾄﾞﾀｯｸ ﾘﾗｲｱﾝｽ SG AFx ｼﾝｸﾞﾙｺｲﾙ 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 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
22000BZX01638000 ｲﾝﾊﾞﾃｯｸ PTCA ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ -1 ｲﾝﾊﾞﾃｯｸ･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 ① 一般型  \127,000
22000BZZ00008000 Train ﾄﾚｲﾝ 朝日ｲﾝﾃｯｸ株式会社 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 特殊型  \118,000
22000BZX00807000 ｺﾞｱﾄﾘﾛｰﾌﾞﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ ｼﾞｬﾊﾟﾝｺﾞｱﾃｯｸｽ株式会社 133 血管内手術用カテーテル (3) ＰＴＡバルーンカテーテル ④ 胸部大動脈用ステントグラフト用 \88,700
22000BZX00848000 ｺﾞｱｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｼｰｽ ｼﾞｬﾊﾟﾝｺﾞｱﾃｯｸｽ株式会社 001 血管造影用シースイントロデューサーセット (4) 胸部大動脈用ステントグラフト用 \28,800
220ABBZX00209000 ｱﾝﾌﾟﾗｯﾂﾀｲﾌﾟ 腎瘻ﾀﾞｲﾚｰﾀｾｯﾄ 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 尿路拡張用カテーテル (2) 腎瘻用  \45,800
220ABBZX00235000 ｳﾛﾏｯｸｽ ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 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 尿路拡張用カテーテル (1) 尿管用  \48,000
220ABBZX00237000 ｽﾋﾟｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ ｽｰﾊﾟｰﾋﾞｭｰ ｽｰﾊﾟｰ7 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 098 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）  \24,900

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21年1月1日
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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  償還価格(円)
21100BZY00473000 ﾘﾗｲｴｯｸｽ ﾚｼﾞﾝ ｾﾒﾝﾄ ｽﾘｰｴﾑ ﾍﾙｽｹｱ株式会社 046 歯科用合着・接着材料Ⅰ（粉末・液） １ｇ \441
219AGBZX00107000 ｼﾞﾙｺﾆｱｾﾗﾐｯｸｽﾌﾞﾗｹｯﾄ ﾃﾞﾝﾂﾌﾟﾗｲ三金株式会社 004 ダイレクトボンド用ブラケット １個 \286
220AFBZX00230000 12ﾊｲ金ﾊﾟﾗ合金 井元特殊冶金株式会社 006 歯科鋳造用金銀パラジウム合金（金12％以上 ＪＩＳ適合品) １ｇ \808
220AFBZX00231000 ﾊｲｼﾙﾊﾞｰ 井元特殊冶金株式会社 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
220AFBZX00232000 ﾌﾗｯﾄｼﾙﾊﾞｰ 井元特殊冶金株式会社 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
220AFBZX00233000 ﾊｲﾀｯﾁ 井元特殊冶金株式会社 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
220AFBZX00234000 ﾊｲﾀｯﾁｽﾘｰ 井元特殊冶金株式会社 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
220AFBZX00235000 ﾊｲﾀｯﾁｿﾌﾄ 井元特殊冶金株式会社 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
220AFBZX00236000 ﾊｲｺﾊﾞﾙﾄ･ﾊﾞｰ線 ﾊﾟﾗﾀﾙﾊﾞｰ 井元特殊冶金株式会社 022 歯科用コバルトクロム合金線 バー用 （ＪＩＳ適合品） １㎝ \67
220AFBZX00237000 ﾊｲｺﾊﾞﾙﾄ･ﾊﾞｰ線 ﾘﾝｶﾞﾙﾊﾞｰ 井元特殊冶金株式会社 022 歯科用コバルトクロム合金線 バー用 （ＪＩＳ適合品） １㎝ \67
220AFBZX00238000 ﾊｲｺﾊﾞﾙﾄ線 ｸﾗｽﾌﾟ用 井元特殊冶金株式会社 021 歯科用コバルトクロム合金線 鉤用 （ＪＩＳ適合品） １㎝ \16
220AGBZX00325000 ﾊﾞﾘｵﾘﾝｸ Ivoclar Vivadent株式会社 046 歯科用合着・接着材料Ⅰ（粉末・液） １ｇ \441
220AGBZX00326000 SR ｱﾄﾞｰﾛ Ivoclar Vivadent株式会社 040 歯冠用光重合硬質レジン １ｇ \694
220AIBZI00004000 ｱﾒﾛｼﾞｪﾝﾌﾟﾗｽ 株式会社ﾄﾗｲﾏﾝﾄ 049 歯科充填用材料  Ⅰ １ｇ \704
220AKBZX00138000 ｹﾀｯｸ ｾﾑ ｲｰｼﾞｰﾐｯｸｽ ｽﾘｰｴﾑ ﾍﾙｽｹｱ株式会社 047 歯科用合着・接着材料Ⅱ（粉末・液） １ｇ \103

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21年1月１日

③


