
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

21500BZZ00101000 3D立体内視鏡装置 有限会社新興光器製作所 内視鏡
21500BZY00327000 多目的X線装置ｼｽﾃﾑINNOVA ｼﾞｰｲｰ横河ﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑ株式会社 診断用X線装置
21500BZY00327000 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ映像化処理装置
219AGBZX00090000 ｺｰﾜ WX-1 興和株式会社 眼底三次元画像解析装置
22000BZX01355000 JMS輸液ﾎﾟﾝﾌﾟ OT-888 株式会社ｼﾞｪｲ･ｴﾑ･ｴｽ 注入ﾎﾟﾝﾌﾟ(Ⅲ)
22000BZX01356000 JMS輸液ﾎﾟﾝﾌﾟ OT-808 株式会社ｼﾞｪｲ･ｴﾑ･ｴｽ 注入ﾎﾟﾝﾌﾟ(Ⅲ)
220AABZX00193000 電子内視鏡 EC-3000MP 富士ﾌｲﾙﾑ株式会社 内視鏡
220AABZX00196000 電子内視鏡 EG-3000WR 富士ﾌｲﾙﾑ株式会社 内視鏡
220AABZX00208000 電子内視鏡 EC-250MP5 富士ﾌｲﾙﾑ株式会社 内視鏡
220AABZX00209000 電子内視鏡 EC-250WM5 富士ﾌｲﾙﾑ株式会社 内視鏡
220AABZX00216000 電子内視鏡 EC-590WM 富士ﾌｲﾙﾑ株式会社 内視鏡
220AABZX00220000 電子内視鏡 ER-270FP 富士ﾌｲﾙﾑ株式会社 内視鏡
220AABZX00241000 電子内視鏡 EN-450P5/20 富士ﾌｲﾙﾑ株式会社 内視鏡
220AABZX00248000 電子内視鏡 EB-470S 富士ﾌｲﾙﾑ株式会社 内視鏡
220AABZX00255000 電子内視鏡 ED-450XT8/B 富士ﾌｲﾙﾑ株式会社 内視鏡
220AABZX00256000 電子内視鏡 ED-530XT8 富士ﾌｲﾙﾑ株式会社 内視鏡
220AABZX00257000 電子内視鏡 EG-530NH 富士ﾌｲﾙﾑ株式会社 内視鏡
220AABZX00259000 電子内視鏡 EL-450FP 富士ﾌｲﾙﾑ株式会社 内視鏡
220AABZX00264000 電子内視鏡 EG-450G 富士ﾌｲﾙﾑ株式会社 内視鏡
220AABZX00267000 電子内視鏡 EG-450WR5/H 富士ﾌｲﾙﾑ株式会社 内視鏡
220AABZX00270000 電子内視鏡 EG-590ZW 富士ﾌｲﾙﾑ株式会社 内視鏡
220AABZX00275000 電子内視鏡 EL2-R410 富士ﾌｲﾙﾑ株式会社 内視鏡
220AABZX00277000 電子内視鏡 EC-250LP5 富士ﾌｲﾙﾑ株式会社 内視鏡
220AABZX00279000 電子内視鏡 EC-450LP5 富士ﾌｲﾙﾑ株式会社 内視鏡
220AABZX00291000 電子内視鏡 EC-450RD5/M 富士ﾌｲﾙﾑ株式会社 内視鏡
220AABZX00296000 内視鏡 FR-120F 富士ﾌｲﾙﾑ株式会社 内視鏡
220AFBZX00259000 広画角ﾃﾞｼﾞﾀﾙ眼撮影装置 RetCam ｼｬﾄﾙ 株式会社日本ﾙﾐﾅｽ 眼底ｶﾒﾗ(Ⅰ)
220AFBZX00260000 広画角ﾃﾞｼﾞﾀﾙ眼撮影装置 RetCamⅡ 株式会社日本ﾙﾐﾅｽ 眼底ｶﾒﾗ(Ⅱ)
220AGBZX00306000 ｺｰﾜ nonmyd α-DⅢ 興和株式会社 眼底ｶﾒﾗ(Ⅰ)
220AKBZX00063000 ﾌｨﾝﾝｶﾞｰﾃｨｯﾌﾟ･ﾊﾟﾙｽｵｷｼﾒｰﾀ MD300C1 泉工医科貿易株式会社 ﾊﾟﾙｽｵｷｼﾒｰﾀ
220ALBZX00064000 ﾌｨﾝﾝｶﾞｰﾃｨｯﾌﾟ･ﾊﾟﾙｽｵｷｼﾒｰﾀ MD300C2 泉工医科貿易株式会社 ﾊﾟﾙｽｵｷｼﾒｰﾀ
22100BZX00016000 Aura ｵﾌｻﾙﾐｯｸﾔｸﾞﾚｰｻﾞ 株式会社日本ﾙﾐﾅｽ 眼科用ﾚｰｻﾞ手術装置
22100BZX00090000 X線骨密度測定装置 LEXXOS ｾﾃｨ株式会社 X線骨密度測定装置(Ⅱ)
22100BZX00200000 ﾊｰﾄｽﾀｰﾄ MRx 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 除細動器
22100BZX00200000 心電計(Ⅱ)
22100BZX00200000 ﾓﾆﾀ
22100BZX00245000 総合呼吸抵抗測定装置 MostGraph-01 ﾁｪｽﾄ株式会社 呼吸抵抗計
22100BZX00262000 ﾍﾞｯﾄﾞｻｲﾄﾞﾓﾆﾀ BSM-6301 ﾗｲﾌｽｺｰﾌﾟ TR 日本光電工業株式会社 ﾓﾆﾀ
22100BZX00262000 体液量等測定装置(Ⅰ)
22100BZX00362000 自動体外式除細動器 AED-2100 ｶﾙｼﾞｵﾗｲﾌ 日本光電工業株式会社 除細動器
221AABZX00029000 超音波診断装置 Viamo SSA-640A ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ四国ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ株式会社 超音波検査装置(Ⅱ)
221AABZX00045000 ﾉﾝｺﾝﾀｸﾄ ﾄﾉﾒｰﾀ NT-4000 株式会社ﾆﾃﾞｯｸ 眼圧計
221ABBZX00039000 上部消化管汎用ﾋﾞﾃﾞｵｽｺｰﾌﾟ OLYMPUS GIF TYPE Y0023 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
221ABBZX00043000 EndoEYE 腹腔･胸腔ﾋﾞﾃﾞｵｽｺｰﾌﾟ OLYMPUS LTF TYPE VP-S 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
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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21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

221ABBZX00062000 日立MRｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ装置 AIRIS Vento 株式会社日立ﾒﾃﾞｨｺ MRI装置
221ABBZX00063000 日立MRｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ装置 OASIS 株式会社日立ﾒﾃﾞｨｺ MRI装置
221ABBZX00065000 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式乳房X線撮影装置 Selenia 株式会社日立ﾒﾃﾞｨｺ 診断用X線装置
221ABBZX00068000 ｴｱｳｪｲﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄﾓﾊﾞｲﾙｽｺｰﾌﾟ OLYMPUS MAF TYPE GM 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
221ABBZX00069000 ｴｱｳｪｲﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄﾓﾊﾞｲﾙｽｺｰﾌﾟ OLYMPUS MAF TYPE TM 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
221ABBZX00072000 日立MRｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ装置 AIRIS Elite I-OP 株式会社日立ﾒﾃﾞｨｺ MRI装置
221ACBZX00012000 ｽｷｬﾝXﾃﾞｭｵ 朝日ﾚﾝﾄｹﾞﾝ工業株式会社 歯科ｴｯｸｽ線撮影ﾃﾞｼﾞﾀﾙ映像化処理装置
221ACBZX00014000 超音波画像診断装置 HD15 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 超音波検査装置(Ⅱ)
221ACBZX00018000 OEC 9900ｼﾘｰｽﾞ ｼﾞｰｲｰ横河ﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑ株式会社 診断用X線装置
221ACBZX00018000 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ映像化処理装置
221ACBZX00025000 据置型ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式汎用X線診断装置 Definium 6000 ｼﾞｰｲｰ横河ﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑ株式会社 診断用X線装置
221ACBZX00025000 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ映像化処理装置
221ACBZX00025A01 据置型ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式汎用X線診断装置 Definium 6000 ｼﾞｰｲｰ横河ﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑ株式会社 診断用X線装置
221ACBZX00025A01 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ映像化処理装置
221ACBZX00029000 X線CT組合せ型ﾎﾟｼﾞﾄﾛﾝ CT装置 Discovery PET/CT 600 ｼﾞｰｲｰ横河ﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑ株式会社 ﾎﾟｼﾞﾄﾛﾝCT装置
221ACBZX00029000 CT撮影装置
221ACBZX00033000 超音波画像診断装置 CXｼﾘｰｽﾞ 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 超音波検査装置(Ⅱ)
221ACBZX00034000 ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ CT装置 MXｼﾘｰｽﾞ 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 CT撮影装置
221ADBZX00028000 AEPﾓﾆﾀ ﾌｸﾀﾞ電子株式会社 誘発反応測定装置
221ADBZX00030000 ﾏﾙﾁｶﾞｽﾓｼﾞｭｰﾙ PoetIQ ﾌｸﾀﾞ電子株式会社 ﾓﾆﾀ
221ADBZX00034000 ｶｰﾃﾞｨﾗｲﾄ ESP-300DX ﾌｸﾀﾞ電子株式会社 心電計(Ⅱ)
221AGBZX00064000 東京医研株式会社 光線治療器(Ⅰ)
221AGBZX00064000 光線治療器(Ⅱ)
221AHBZX00001000 ｴｷｼﾗｲﾄｰﾏｲｸﾛ 株式会社ｳｨｽﾞ･ｱｽ 光線治療器(Ⅱ)
221AIBZX00022000 角膜曲率半径計測装置
221AIBZX00022000 電子瞳孔計
221AKBZX00043000 ﾃﾞﾙﾏﾚｲ-400 東芝医療用品株式会社 光線治療器(Ⅱ)
221AKBZX00060000 ｻｰﾌｨﾝ PO 株式会社小池ﾒﾃﾞｨｶﾙ ﾊﾟﾙｽｵｷｼﾒｰﾀ
221ABBZX00048000 大腸ﾋﾞﾃﾞｵｽｺｰﾌﾟ OLYMPUS PCF TYPE Y0013 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

ｽｰﾊﾟｰﾗｲｻﾞｰ PX

ﾚﾝｽﾞｽﾀｰ LS900 ｼﾞｬﾊﾟﾝﾌｫｰｶｽ株式会社
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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)
21400BZZ00498000 ｽｸﾘｭｰｼｽﾃﾑ ﾅｶｼﾏﾒﾃﾞｨｶﾙ株式会社 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
21600BZY00181000 UV APDｷｯﾄ ﾊﾞｸｽﾀｰ株式会社 001 腹膜透析液交換セット (1) 交換キット  \577
21600BZY00687000 ｴｰｽｸﾗｯﾌﾟS4ｽﾊﾟｲﾅﾙｼｽﾃﾑ ﾋﾞｰ･ﾌﾞﾗｳﾝｴｰｽｸﾗｯﾌﾟ株式会社 064 脊椎固定用材料 (4) 椎体フック  \78,600

21700BZY00596000 MEDACTA ﾌｪﾓﾗﾙﾍｯﾄﾞ CoCr ﾒﾀﾞｸﾀ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
21700BZY00630000 MEDACTA ﾌｪﾓﾗﾙﾍｯﾄﾞ SS ﾒﾀﾞｸﾀ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
21800BZY10034000 ﾒﾀﾞｸﾀ ﾊﾞｲﾎﾟｰﾗｶｯﾌﾟ ﾒﾀﾞｸﾀ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 ④ 人工骨頭用 イ バイポーラカップ  \150,000
21800BZY10060000 ｺﾝﾃﾝﾎﾟﾗﾘｰﾌﾗﾝｼﾞﾄﾞｶｯﾌﾟ 日本ｽﾄﾗｲｶｰ株式会社 057 人工股関節用材料 (1) 骨盤側材料 ③ ライナー  \67,400
21800BZZ10045000 骨補填材 ｵｽﾌｪﾘｵﾝ60 ｵﾘﾝﾊﾟｽﾃﾙﾓﾊﾞｲｵﾏﾃﾘｱﾙ株式会社 078 人工骨 (1) 汎用型 ② 吸収型 イ 多孔体 １mL当たり \16,400

21800BZZ10087000 人工膝関節(PSM) ﾅｶｼﾏﾒﾃﾞｨｶﾙ株式会社 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
21800BZZ10087000 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
21800BZZ10087000 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
21800BZZ10087000 058 人工膝関節用材料 (4) インサート  \73,300
21900BZG00010000 ﾗｸﾄｿｰﾌﾞ 株式会社ﾒﾃﾞｨｶﾙﾕｰｱﾝﾄﾞｴｲ 080 合成吸収性骨片接合材料 (10) シート・メッシュ型(Ⅰ)  \76,160
21900BZG00010000 080 合成吸収性骨片接合材料 (11) シート・メッシュ型(Ⅱ)  \118,650
219AIBZX00085000 VHK 静脈ﾊｰﾄﾞｼｪﾙﾘｻﾞｰﾊﾞ ﾏｯｹ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 127 人工心肺回路 (6) 個別機能品 ③ ハードシェル静脈リザーバー  \41,300
22000BZX01131000 ﾅｶｼﾏﾒﾃﾞｨｶﾙ株式会社 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
22000BZX01131000 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
220AABZX00342000 胃瘻ｸﾘﾆｶﾙｷｯﾄ ｸﾘｴｰﾄﾒﾃﾞｨｯｸ株式会社 037 交換用胃瘻カテーテル (1) 胃留置型 ② バルーン型  \8,740
220ABBZX00335000 ｾﾞｵﾝENｶﾃｰﾃﾙ ｾﾞｵﾝﾒﾃﾞｨｶﾙ株式会社 026 栄養カテーテル (1) 経鼻用 ① 一般用  \204
220ABBZX00335000 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 一般用  \204
220ABBZX00335000 026 栄養カテーテル (1) 経鼻用 ③ 経腸栄養用  \1,670
220ABBZX00335000 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 ③ 経腸栄養用  \1,670
220ADBZX00113000 ﾍﾟﾝﾛｰｽﾞﾄﾚｰﾝAR 富士ｼｽﾃﾑｽﾞ株式会社 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 イ チューブ型  \976
220AIBZX00057000 ﾕｰｼﾝｼﾘｺｰﾝﾌｫｰﾘｰﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 株式会社ﾕｰｼﾝﾒﾃﾞｨｶﾙ 039 膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル (6) 圧迫止血  \4,530
220AIBZX00057000 018 膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル (6) 圧迫止血  \4,530
220AIBZX00073000 心内血貯血槽 HC ﾏｯｹ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 127 人工心肺回路 (6) 個別機能品 ② カーディオトミーリザーバー  \37,100
22100BZI00004000 ｴｸﾘｽ･ﾓﾉﾌﾞﾛｯｸｽﾃﾑ 株式会社佐多商会 065 人工肩関節用材料 (2) 上腕骨側材料  \624,000
22100BZX00095000 JMS BIOPESｼﾘｰｽﾞ Neo 株式会社ｼﾞｪｲ･ｴﾑ･ｴｽ 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)
 \1,890

22100BZX00095000 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)

 \2,020

22100BZX00095000 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 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)

 \1,890

22100BZX00095000 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 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)

 \2,020

22100BZX00190000 ALN 下大静脈ﾌｨﾙﾀｰ回収器具ｷｯﾄ ｿﾘｭｳｼｮﾝ株式会社 133 血管内手術用カテーテル (8) 血管内異物除去用カテーテル ② 大血管用  \50,700
22100BZX00200000 ﾊｰﾄｽﾀｰﾄ MRx 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 115 体表面ペーシング用電極  \4,450
22100BZX00207000 大転子ｸﾞﾘｯﾌﾟ ﾅｶｼﾏﾒﾃﾞｨｶﾙ株式会社 075 固定用金属線 (2) 大転子専用締結器  \141,000
22100BZX00214000 ET PTCA ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 有限会社ｴﾝﾄﾞﾃｯｸ 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
22100BZX00233000 ｾﾞﾌｧｰ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 (2) シングルチャンバ（Ⅱ型）  \1,030,000
22100BZX00234000 ｾﾞﾌｧｰDR 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 (6) デュアルチャンバ（Ⅳ型）  \1,330,000

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5月1日

ｾﾙﾌﾛｯｷﾝｸﾞ人工指関節(Co-Cr-
Mo合金製)
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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)
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5月1日

22100BZX00235000 AO TeleFix ｼｽﾃﾑ(滅菌) ｼﾝｾｽ株式会社 064 脊椎固定用材料 (3) 脊椎プレート（Ｌ）  \165,000
22100BZX00235000 064 脊椎固定用材料 (5) 脊椎スクリュー（固定型）  \87,000
22100BZX00236000 AO Pangea Cannulated Screw ｼｽ

ﾃﾑ(滅菌)
ｼﾝｾｽ株式会社 064 脊椎固定用材料 (1) 脊椎ロッド  \52,800

22100BZX00236000 AO Pangea Cannulated Screw ｼｽ
ﾃﾑ(滅菌)

064 脊椎固定用材料 (6) 脊椎スクリュー（可動型）  \114,000

22100BZX00237000 ｻﾐｯﾄ ﾎﾟﾛｺｰﾄ ｾﾒﾝﾄﾚｽ ｽﾃﾑ ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ株式会社 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
22100BZX00238000 ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙ胆管ﾄﾞﾚﾅｰｼﾞｽﾃﾝﾄ E640000 ｵﾘﾝﾊﾟﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ株式会社 034 胆道ステントセット (1) 一般型 ② 一時留置型 ア ステント  \5,840
22100BZX00246000 ﾈｵﾎﾞｰﾝX 株式会社ｴﾑ･ｴﾑ･ﾃｨｰ 078 人工骨 (1) 汎用型 ① 非吸収型 イ 多孔体 １mL当たり \16,900

22100BZX00246000 078 人工骨 (2) 専用型 ④ 椎弓・棘間用  \44,800
22100BZX00246000 078 人工骨 (2) 専用型 ⑤ 椎体固定用 ア １椎体用  \207,000
22100BZX00246000 078 人工骨 (2) 専用型 ⑦ 肋骨・胸骨・四肢骨用  \32,300
22100BZX00247000 ｴﾝﾃﾞﾊﾞｰｺﾛﾅﾘｰｽﾃﾝﾄｼｽﾃﾑ 日本ﾒﾄﾞﾄﾛﾆｯｸ株式会社 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
22100BZX00249000 AO Synapse ｼｽﾃﾑ(滅菌) ｼﾝｾｽ株式会社 064 脊椎固定用材料 (4) 椎体フック  \78,600
22100BZX00249000 064 脊椎固定用材料 (6) 脊椎スクリュー（可動型）  \114,000
22100BZX00249000 064 脊椎固定用材料 (7) 脊椎コネクター  \49,000
22100BZX00249000 064 脊椎固定用材料 (8) トランスバース固定器  \75,500
22100BZX00249000 064 脊椎固定用材料 (1) 脊椎ロッド  \52,800
22100BZX00250000 ｴﾝﾌﾟﾗｲｽﾞDR+ ﾌｸﾀﾞ電子株式会社 112 ペースメーカ (6) デュアルチャンバ（Ⅳ型）  \1,330,000
22100BZX00251000 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
22100BZX00253000 AO Pangea Mono Axial Screw ｼｽ

ﾃﾑ(滅菌)
ｼﾝｾｽ株式会社 064 脊椎固定用材料 (5) 脊椎スクリュー（固定型）  \87,000

22100BZX00253000 ｼﾝｾｽ株式会社 064 脊椎固定用材料 (4) 椎体フック  \78,600
22100BZX00253000 064 脊椎固定用材料 (1) 脊椎ロッド  \52,800
22100BZX00253000 064 脊椎固定用材料 (7) 脊椎コネクター  \49,000
22100BZX00253000 064 脊椎固定用材料 (8) トランスバース固定器の一部　（※） \75,500 ※
22100BZX00254000 ﾏﾙﾁﾎｰﾙﾈｲﾙｼｽﾃﾑ(γ線滅菌) ﾅｶｼﾏﾒﾃﾞｨｶﾙ株式会社 073 髄内釘 (1) 髄内釘 ② 横止め型  \197,000
22100BZX00254000 073 髄内釘 (2) 横止めスクリュー ① 標準型  \26,900
22100BZX00254000 073 髄内釘 (3) ワッシャー・ナット  \24,400
22100BZX00255000 ｼﾝｾｽ株式会社 064 脊椎固定用材料 (5) 脊椎スクリュー（固定型）  \87,000
22100BZX00255000 064 脊椎固定用材料 (4) 椎体フック  \78,600
22100BZX00255000 064 脊椎固定用材料 (8) トランスバース固定器の一部　（※） \75,500 ※
22100BZX00255000 064 脊椎固定用材料 (9) 椎体ステープル  \47,700
22100BZX00255000 064 脊椎固定用材料 (7) 脊椎コネクター  \49,000
22100BZX00255000 064 脊椎固定用材料 (10) 椎体ワッシャー  \14,600
22100BZX00259000 ﾌﾛﾝﾃｨｱⅡ 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 (7) トリプルチャンバ  \1,540,000
22100BZX00263000 ﾌﾛﾝﾃｨｱ CRT-P ﾌｸﾀﾞ電子株式会社 112 ペースメーカ (7) トリプルチャンバ  \1,540,000
22100BZX00264000 MANTISｽﾊﾟｲﾝｼｽﾃﾑ 日本ｽﾄﾗｲｶｰ株式会社 064 脊椎固定用材料 (6) 脊椎スクリュー（可動型）  \114,000
22100BZX00264000 064 脊椎固定用材料 (1) 脊椎ロッド  \52,800
22100BZX00265000 ﾒｲﾗ橈骨遠位端ﾌﾟﾚｰﾄｼｽﾃﾑ(滅菌) ﾒｲﾗ株式会社 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
22100BZX00265000 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
22100BZX00355000 TALENT 胸部ｽﾃﾝﾄｸﾞﾗﾌﾄｼｽﾃﾑ 日本ﾒﾄﾞﾄﾛﾆｯｸ株式会社 146 大動脈用ステントグラフト (1) 胸部大動脈用ステントグラフト  \1,620,000
22100BZX00363000 ｷﾞﾌﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ内視鏡 ｷﾞﾌﾞﾝ･ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ株式会社 148 カプセル型内視鏡  \77,200
22100BZY00002000 ｺﾛﾌﾚｯｸｽ ﾋﾞｰ･ﾌﾞﾗｳﾝｴｰｽｸﾗｯﾌﾟ株式会社 130 心臓手術用カテーテル (3) 冠動脈用ステントセット ① 一般型  \258,000
221ABBZX00088000 ﾄﾞﾚﾅｰｼﾞﾁｭｰﾌﾞ PBD-Y0002 ｵﾘﾝﾊﾟｽﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ株式会社 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 (4) 経鼻法セット  \26,300
221ABBZX00089000 3ﾙｰﾒﾝﾊﾞﾙｰﾝ B-Y0004 ｵﾘﾝﾊﾟｽﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ株式会社 136 胆道結石除去用カテーテルセット (2) 経内視鏡バルーンカテーテル ② トリプルルーメン  \48,500
221ADBZX00023000 PVｿﾌﾄ気管内ﾁｭｰﾌﾞ 富士ｼｽﾃﾑｽﾞ株式会社 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
221ADBZX00023000 027 気管内チューブ (2) カフなし  \717

AO USSⅡ Dual-Opening Screw ｼ
ｽﾃﾑ(滅菌)

AO Pangea Mono Axial Screw ｼｽ
ﾃﾑ(滅菌)
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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)
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5月1日

221AIBZX00001000 ﾕｰｼﾝ膀胱瘻造設ｷｯﾄ 株式会社ﾕｰｼﾝﾒﾃﾞｨｶﾙ 031 腎瘻又は膀胱瘻用カテーテル及びカテーテルセット (3) 造設用セット  \19,700
221AIBZX00019000 ﾎﾟｰﾃｯｸｽ･気管ﾁｭｰﾌﾞ ｽﾐｽﾒﾃﾞｨｶﾙ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 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
※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が、保険収載されている他の製品と組合せたものが、当該決定機能区分に該当する場合において、
 　当該償還価格を算定できるものである。

5



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

22113BZX00012000 ｽｷｬﾝXﾃﾞｭｵ 朝日ﾚﾝﾄｹﾞﾝ工業株式会社 歯科ｴｯｸｽ線撮影ﾃﾞｼﾞﾀﾙ映像化処理装置

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)
21400BZY00170000 ﾀｲﾀﾝﾓﾘｰ 山八歯材工業株式会社 019 矯正用線 （特殊角型） １本 \432
21400BZY00170000 018 矯正用線 （特殊丸型） １本 \370
21400BZY00171000 ｺﾙﾎﾞﾛｲﾌﾞﾙｰ 山八歯材工業株式会社 017 矯正用線 （角型） １本 \261
21400BZY00171000 016 矯正用線 （丸型） １本 \393
220AGBZX00357000 ﾍﾘｵｼｰﾙ Ivoclar Vivadent株式会社 049 歯科充填用材料  Ⅰ １ｇ \704
221AABZX00034000 ｼﾞｰｼｰ MIﾌｨﾙ 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
221AFBZX00021000 ﾍﾞｲｼｽ HI 山八歯材工業株式会社 041 義歯床用アクリリック樹脂 （粉末  ＪＩＳ適合品） １ｇ \5
221AFBZX00021000 042 義歯床用アクリリック樹脂 （液  ＪＩＳ適合品） １mL \4
221AFBZX00026000 ｲｿﾚｼﾞﾝⅡ 株式会社ｸｴｽﾄ 042 義歯床用アクリリック樹脂 （液  ＪＩＳ適合品） １mL \4
221AFBZX00026000 041 義歯床用アクリリック樹脂 （粉末  ＪＩＳ適合品） １ｇ \5
221AKBZX00066000 ｴﾎﾞｾﾌﾞﾝｼﾙﾊﾞｰ 堤田貴金属工業株式会社 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
221AKBZX00067000 ｼﾞｰｼｰ G-ﾙｰﾃｨﾝｸﾞ 株式会社ｼﾞｰｼｰ 046 歯科用合着・接着材料Ⅰ（粉末・液） １ｇ \441

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５月１日

⑥


