
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

21300BZY00457000 S/5 患者ﾓﾆﾀｰ ｼﾞｰｲｰ横河ﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑ株式会社 呼気ｶﾞｽ分析装置
21300BZY00457000 基礎代謝測定装置
21300BZY00457000 体液量等測定装置(Ⅰ)
21300BZY00457000 心電計(Ⅰ)
21300BZY00457000 脳波計
21300BZY00457000 ﾊﾟﾙｽｵｷｼﾒｰﾀ
21300BZY00457000 非観血連続血圧計
21300BZY00457000 電子観血血圧計
21400BZY00123000 S/5 ｺﾝﾊﾟｸﾄﾓﾆﾀｰ 呼気ｶﾞｽ分析装置
21400BZY00123000 基礎代謝測定装置
21400BZY00123000 体液量等測定装置(Ⅰ)
21400BZY00123000 心電計(Ⅰ)
21400BZY00123000 脳波計
21400BZY00123000 ﾊﾟﾙｽｵｷｼﾒｰﾀ
21400BZY00123000 非観血連続血圧計
21400BZY00123000 電子観血血圧計
219AGBZX00094000 防水ﾎﾙﾀｰ心電計 SEER Light WP 株式会社ｽｽﾞｹﾝ ﾎﾙﾀ心電計
220AABZX00344000 ｱｽﾘｰﾄmini 伊藤超短波株式会社 低周波治療器
220AGBZX00299000 ｵｷｼﾄｩﾙｰ 株式会社ｱｲﾋﾞｼﾞｮﾝ ﾊﾟﾙｽｵｷｼﾒｰﾀ
220AGBZX00346000 ﾎﾟｰﾀｽｷｬﾝﾌﾟﾗｽ ｴﾑ･ｼｰ･ﾒﾃﾞｨｶﾙ株式会社 超音波検査装置(Ⅰ)
220AGBZX00346000 超音波検査装置(Ⅴ)
220AIBZX00101000 ﾌﾟﾛｻｳﾝﾄﾞ C3 ｱﾛｶ株式会社 超音波検査装置(Ⅱ)
220AKBZX00153000 ｲﾝﾁｭﾍﾞｰｼｮﾝﾌｧｲﾊﾞｰｽｺｰﾌﾟⅡ ｴﾑ･ｼｰ･ﾒﾃﾞｨｶﾙ株式会社 内視鏡
220AKBZX00154000 ﾋﾞﾃﾞｵ膀胱尿道鏡 ｴﾑ･ｼｰ･ﾒﾃﾞｨｶﾙ株式会社 内視鏡
220ALBZX00066000 ｽｰﾊﾟｰﾃｸﾄﾛﾝ SP400 株式会社ﾃｸﾉﾘﾝｸ 低周波治療器
22100BZX00002000 生体情報ﾓﾆﾀ IntelliVue MP2/X2 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
22100BZX00004000 ｱｸｼｵﾑ ｾﾝｼｽ ｼｰﾒﾝｽ旭ﾒﾃﾞｨﾃｯｸ株式会社 心臓ｶﾃｰﾃﾙ検査装置
221ABBZX00003000 耳鼻咽喉ﾋﾞﾃﾞｵｽｺｰﾌﾟ OLYMPUS ENF TYPE Y0006 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
221ABBZX00004000 EVIS LUCERA 大腸ﾋﾞﾃﾞｵｽｺｰﾌﾟ OLYMPUS CF TYPE 2TH260AI 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
221ABBZX00022000 小腸ﾋﾞﾃﾞｵｽｺｰﾌﾟ OLYMPUS SIF 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
221ABBZX00030000 耳鼻咽喉ﾋﾞﾃﾞｵｽｺｰﾌﾟ OLYMPUS ENF TYPE Y0007 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
221ABBZX00046000 大腸ﾋﾞﾃﾞｵｽｺｰﾌﾟ OLYMPUS PCF TYPE Y0011 ｼﾘｰｽﾞ 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
221ABBZX00047000 上部消化管汎用ﾋﾞﾃﾞｵｽｺｰﾌﾟ OLYMPUS GIF TYPE Y0022 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
221ACBZX00001000 心電計(解析機能付) MAC1600 ｼﾞｰｲｰ横河ﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑ株式会社 心電計(Ⅱ)
221ADBZX00003000 筋電図･誘発電位検査装置 MEB-2300ｼﾘｰｽﾞ ﾆｭｰﾛﾊﾟｯｸ X1 日本光電工業株式会社 誘発反応測定装置
221AGBZX00004000 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ眼底ｶﾒﾗ CR-1 MarkⅡ ｷﾔﾉﾝ株式会社 眼底ｶﾒﾗ(Ⅰ)
221AGBZX00013000 ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾗｼﾞｵｸﾞﾗﾌｨ CXDI-40G COMPACT ｷﾔﾉﾝ株式会社 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ映像化処理装置
221AGBZX00017000 ﾐﾆｵﾝ ﾌｧｲﾊﾞｰﾃｯｸ株式会社 ﾎﾙﾀ心電計
221AKBZX00006000 腎盂尿管ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾋﾞﾃﾞｵｽｺｰﾌﾟ DUR 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
221AKBZX00007000 MR-6 ｳﾚﾃﾛｽｺｰﾌﾟ 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

中 医 協　総 － １
２ １ ．３ ．２ ５

1



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)
20900BZZ00715000 ﾏｲｸﾛｶﾃｰﾃﾙ ｸﾘｴｰﾄﾒﾃﾞｨｯｸ株式会社  \54,300
21300BZZ00011000 ﾆﾌﾟﾛｺｰﾃｨﾝｸﾞ模型人工肺 ﾆﾌﾟﾛ株式会社 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
21800BZY10123000 ﾊﾞｲｵﾒｯﾄ ﾏｸﾞﾅﾑ ｼｽﾃﾑ ﾊﾞｲｵﾒｯﾄ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 057 人工股関節用材料 (2) 大腿骨側材料 ③ 大腿骨ステムヘッド  \122,000
21900BZX00953000 SMAC ﾌﾟﾗｽ 日本ｼｬｰｳｯﾄﾞ株式会社 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  \7,530
22000BZX01655000 VEPTRｼｽﾃﾑ ｼﾝｾｽ株式会社 075 固定用金属線 (1) 金属線 ① ワイヤー １㎝当たり \21
22000BZX01655000 064 脊椎固定用材料 (4) 椎体フック  \78,600
22000BZX00384000 セキュラ VR 日本メドトロニック株式会社 117 植込み型除細動器 (2) 植込み型除細動器（Ⅲ型）  \3,160,000
22000BZX00391000 セキュラ DR 日本メドトロニック株式会社 117 植込み型除細動器 (3) 植込み型除細動器（Ⅳ型）  \3,300,000
22000BZX00723000 コンサルタ CRT-D 日本メドトロニック株式会社 144 両室ペーシング機能付き植込み型除細動器  \4,190,000
22100BZI00001000 ﾌｧｼｰﾙDR 日本ﾗｲﾌﾗｲﾝ株式会社 112 ペースメーカ (5) デュアルチャンバ（Ⅲ型）  \1,100,000
22100BZX00005000 Trilliance ｽﾃﾑ ﾋﾞｰ･ﾌﾞﾗｳﾝｴｰｽｸﾗｯﾌﾟ株式会社 057 人工股関節用材料 (2) 大腿骨側材料 ② 大腿骨ステム(Ⅱ)  \419,000
22100BZX00010000 ｴﾝﾊﾟｽ ｼｰｽｾｯﾄ 日本ﾗｲﾌﾗｲﾝ株式会社 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
22100BZX00011000 ﾊｲﾄﾙｸ ﾊﾞﾗﾝｽ ﾐﾄﾞﾙｳｪｲﾄ ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ Ⅱ ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ ｱﾎﾞｯﾄ ﾊﾞｽｷｭﾗｰ 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 (2) 複合・高度狭窄部位用  \28,100
22100BZX00012000 ﾄﾗｷｵﾎﾟｰﾄ気管切開ﾁｭｰﾌﾞ 東ﾚ･ﾒﾃﾞｨｶﾙ株式会社 038 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  \4,240
22100BZX00012000 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  \4,240
22100BZX00014000 ﾍﾙﾆｱﾒｯｼｭ ﾕﾌ精器株式会社 099 組織代用人工繊維布 (2) ヘルニア修復・胸壁補強用 ② 形状付加型  \19,100
22100BZX00014000 099 組織代用人工繊維布 (2) ヘルニア修復・胸壁補強用 ① 一般 １㎠当たり \80
22100BZX00015000 ﾌﾞﾛﾝｺﾎﾟｰﾄ気管支ﾁｭｰﾌﾞ 東ﾚ･ﾒﾃﾞｨｶﾙ株式会社 027 気管内チューブ (1) カフあり ② カフ上部吸引機能なし  \1,090
22100BZX00039000 ｺﾝﾌｨｴﾝﾄ 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 117 植込み型除細動器 (3) 植込み型除細動器（Ⅳ型）  \3,300,000
22100BZX00049000 ﾀｸｻｽ ﾘﾊﾞﾃｨｰ ｽﾃﾝﾄｼｽﾃﾑ 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 130 心臓手術用カテーテル (3) 冠動脈用ステントセット ③ 再狭窄抑制型  \378,000
22100BZX00051000 ｸｲｯｸﾌﾚｯｸｽ ｾﾝﾄ･ｼﾞｭｰﾄﾞ･ﾒﾃﾞｨｶﾙ株式会社 012 血管造影用ガイドワイヤー (3) 微細血管用  \18,900
22100BZX00051000 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
22100BZX00066000 System-D Dolphinｽﾃﾑ ﾅｶｼﾏﾒﾃﾞｨｶﾙ株式会社 057 人工股関節用材料 (1) 骨盤側材料 ② 臼蓋形成用カップ(Ⅱ)  \97,900
22100BZX00066000 059 オプション部品 (1) 人工股関節用部品  \29,300
22100BZX00066000 057 人工股関節用材料 (2) 大腿骨側材料 ② 大腿骨ステム(Ⅱ)  \419,000
22100BZX00067000 ｲﾝﾊﾞﾃｯｸ PTCA ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ -2 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
22100BZX00068000 ｲﾝﾊﾞﾃｯｸ PTCA ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ -3 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
22100BZX00069000 ﾊﾞｰﾄﾞ ﾌﾙｴﾝｼｰ(胆管用) 株式会社ﾒﾃﾞｨｺﾝ 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  \239,000

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3月1日

2



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21年3月1日

薬事法承認番号 販売名 保険適用希望者
220ACBZX00069000 ﾋﾞｰﾅｽ ﾌﾟﾗｽ 吉田精工株式会社 ﾃﾞﾝﾀﾙX線撮影装置

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)
220ACBZX00064A01 ｱｸﾘﾎﾟﾘﾏｰ ﾊｲﾃﾞﾝﾀﾙ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 045 義歯床用熱可塑性樹脂 １ｇ \23

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3月１日

③


