
１．医科 （別紙）
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6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

20900BZZ00534000 ﾊｰﾄﾋﾞｰﾏ HB-100 ﾐﾅﾄ医科学株式会社 光線治療器(Ⅱ)
20900BZZ00535000 ﾊｰﾄﾋﾞｰﾏ HB-200 ﾐﾅﾄ医科学株式会社 光線治療器(Ⅱ)
220AGBZX00316000 ﾍﾟﾝﾀｯｸｽ ﾋﾞﾃﾞｵ気管支ｽｺｰﾌﾟ EB-1970TK HOYA株式会社 内視鏡
220AGBZX00331000 ﾍﾟﾝﾀｯｸｽ ﾋﾞﾃﾞｵ上部消化管ｽｺｰﾌﾟ EG-2790i HOYA株式会社 内視鏡
22100BZI00005000 LUCAS 心臓ﾏｯｻｰｼﾞｼｽﾃﾑ 日本ﾒﾄﾞﾄﾛﾆｯｸ株式会社 心ﾏｯｻｰｼﾞ器
22100BZX00374000 BiPAP Auto Mｼﾘｰｽﾞ ﾌｼﾞ･ﾚｽﾋﾟﾛﾆｸｽ株式会社 在宅人工呼吸器(Ⅲ)
22100BZX00374000 人工呼吸器
22100BZX00459000 ﾎﾟﾘﾒｲﾄⅡ 株式会社 ﾃﾞｼﾞﾃｯｸｽ研究所 終夜睡眠診断装置(Ⅱ)
221AABZX00046000 3次元眼底像撮影装置 3D OCT-2000 株式会社ﾄﾌﾟｺﾝ 眼底三次元画像解析装置
221AABZX00046000 眼底ｶﾒﾗⅠ
221ABBZX00029000 耳鼻咽喉ﾋﾞﾃﾞｵｽｺｰﾌﾟ OLYMPUS ENF 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
221ABBZX00049000 気管支ﾋﾞﾃﾞｵｽｺｰﾌﾟ OLYMPUS BF TYPE Y0016 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
221ABBZX00050000 気管支ﾋﾞﾃﾞｵｽｺｰﾌﾟ OLYMPUS BF 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
221ABBZX00051000 気管支ﾋﾞﾃﾞｵｽｺｰﾌﾟ OLYMPUS BF TYPE Y0014 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
221ABBZX00092000 汎用超音波画像診断装置 Venue40 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)
221ACBZX00046000 ｱﾁｰﾊﾞ 3.0T TX 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 MRI装置
221ADBZX00040000 ﾌﾙﾃﾞｼﾞﾀﾙ超音波画像診断装置 UF-400AX ﾌｸﾀﾞ電子株式会社 超音波検査装置(Ⅰ)
221AFBZX00035000 MSK ｴｸｽﾄﾘｰﾑ ｾﾃｨ株式会社 MRI装置
221AGBZX00060000 回診用X線撮影装置 adore MX 116 株式会社ｹﾝｺｰ 診断用X線装置
221AGBZX00083000 ｷﾝｷﾚｸｽﾀｰ 近畿ﾚﾝﾄｹﾞﾝ工業社 診断用X線装置
221AGBZX00090000 医療用酸素濃縮器 PVM5000 OXY ｴｱ･ｳｫｰﾀｰ株式会社 酸素供給装置(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21年6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)

16300BZY00986000 ﾊﾞｸｽﾀｰｲﾝﾌｭｰｻﾞｰ ﾊﾞｸｽﾀｰ株式会社 008 携帯型ディスポーザブル注入ポンプセット  \4,000
20900BZY00669000 ｶﾐﾉ･ﾍﾞﾝﾄﾘｯｸｽ･ICP･ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ･ｶﾃｰﾃﾙ 株式会社佐多商会 133 血管内手術用カテーテル (12) 汎用型圧測定用プローブ  \81,700
21300BZZ00433000 DIBﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 株式会社塚田ﾒﾃﾞｨｶﾙ･ﾘｻｰﾁ 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
21700BZY00233000 ﾄﾗｲﾃﾞﾝﾄﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｪﾙ 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
21800BZX10056000 ｷｬﾋﾟｵｯｸｽｶｽﾀﾑﾊﾟｯｸ ﾃﾙﾓ株式会社 127 人工心肺回路 (4) 血液濃縮回路  \35,300
21800BZX10057000 ｷｬﾋﾟｵｯｸｽｶｽﾀﾑﾊﾟｯｸ (HP) ﾃﾙﾓ株式会社 127 人工心肺回路 (4) 血液濃縮回路  \35,300
220AABZX00147000 CURITY気管内ﾁｭｰﾌﾞ ﾀｲｺﾍﾙｽｹｱｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 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
22100BZX00248000 ﾊﾞｰｻﾈｲﾙ ﾌﾟﾛｷｼﾏﾙ ﾋｭｰﾒﾗﾙ 株式会社日本ｴﾑ･ﾃﾞｨ･ｴﾑ 073 髄内釘 (1) 髄内釘 ② 横止め型  \197,000
22100BZX00248000 073 髄内釘 (2) 横止めスクリュー ① 標準型  \26,900
22100BZX00359000 ﾊﾞｰﾄﾞ ｲﾝﾚｲｽﾃﾝﾄ ｾｯﾄ 株式会社ﾒﾃﾞｨｺﾝ 035 尿管ステントセット (1) 一般型 ② 異物付着防止型  \29,800
22100BZX00366000 ﾌﾟﾛﾓｰﾄ 36 ｾﾝﾄ･ｼﾞｭｰﾄﾞ･ﾒﾃﾞｨｶﾙ株式会社 144 両室ペーシング機能付き植込み型除細動器  \4,190,000
22100BZX00368000 ﾌﾟﾛﾓｰﾄ RF 36 ｾﾝﾄ･ｼﾞｭｰﾄﾞ･ﾒﾃﾞｨｶﾙ株式会社 144 両室ペーシング機能付き植込み型除細動器  \4,190,000
22100BZX00369000 ｶﾚﾝﾄ RF 36 VR ｾﾝﾄ･ｼﾞｭｰﾄﾞ･ﾒﾃﾞｨｶﾙ株式会社 117 植込み型除細動器 (2) 植込み型除細動器（Ⅲ型）  \3,160,000
22100BZX00370000 ｶﾚﾝﾄ 36 DR ｾﾝﾄ･ｼﾞｭｰﾄﾞ･ﾒﾃﾞｨｶﾙ株式会社 117 植込み型除細動器 (3) 植込み型除細動器（Ⅳ型）  \3,300,000
22100BZX00371000 ｶﾚﾝﾄ 36 VR ｾﾝﾄ･ｼﾞｭｰﾄﾞ･ﾒﾃﾞｨｶﾙ株式会社 117 植込み型除細動器 (2) 植込み型除細動器（Ⅲ型）  \3,160,000
22100BZX00372000 ｶﾚﾝﾄ RF 36 DR ｾﾝﾄ･ｼﾞｭｰﾄﾞ･ﾒﾃﾞｨｶﾙ株式会社 117 植込み型除細動器 (3) 植込み型除細動器（Ⅳ型）  \3,300,000
22100BZX00454000 ｶﾚﾝﾄ RF 30 VR ｾﾝﾄ･ｼﾞｭｰﾄﾞ･ﾒﾃﾞｨｶﾙ株式会社 117 植込み型除細動器 (2) 植込み型除細動器（Ⅲ型）  \3,160,000
22100BZX00455000 ｶﾚﾝﾄ RF 30 DR ｾﾝﾄ･ｼﾞｭｰﾄﾞ･ﾒﾃﾞｨｶﾙ株式会社 117 植込み型除細動器 (3) 植込み型除細動器（Ⅳ型）  \3,300,000
22100BZX00456000 MOUNTAINEER ｽﾊﾟｲﾝｼｽﾃﾑ ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ株式会社 064 脊椎固定用材料 (1) 脊椎ロッド  \52,800
22100BZX00456000 064 脊椎固定用材料 (4) 椎体フック  \78,600
22100BZX00456000 064 脊椎固定用材料 (5) 脊椎スクリュー（固定型）  \87,000
22100BZX00456000 064 脊椎固定用材料 (6) 脊椎スクリュー（可動型）  \114,000
22100BZX00456000 064 脊椎固定用材料 (7) 脊椎コネクター  \49,000
22100BZX00456000 064 脊椎固定用材料 (8) トランスバース固定器  \75,500
22100BZX00457000 ﾛｯｷﾝｸﾞ VCP 2.4(滅菌) ｼﾝｾｽ株式会社 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
22100BZX00458000 腎動脈用ﾊﾟﾙﾏｯﾂ ｼﾞｪﾈｼｽ ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ株式会社 133 血管内手術用カテーテル (2) 末梢血管用ステントセット  \234,000
22100BZX00461000 ﾒｲﾗ橈骨遠位端ﾌﾟﾚｰﾄｼｽﾃﾑ 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
22100BZX00465000 ｾｷｭｱｼﾘｰｽﾞ ｾﾝﾄ･ｼﾞｭｰﾄﾞ･ﾒﾃﾞｨｶﾙ株式会社 099 組織代用人工繊維布 (2) ヘルニア修復・胸壁補強用 ③ 腹膜欠損用 １㎠当たり \394
22100BZX00468000 Expedium LIS-VIPER ｼｽﾃﾑ ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ株式会社 064 脊椎固定用材料 (6) 脊椎スクリュー（可動型）  \114,000
22100BZX00468000 064 脊椎固定用材料 (1) 脊椎ロッド  \52,800
22100BZX00521000 滅菌済 VENTURE ﾌﾟﾚｰﾄｼｽﾃﾑ 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 (2) 脊椎プレート（Ｓ）  \42,100
22100BZX00521000 064 脊椎固定用材料 (5) 脊椎スクリュー（固定型）  \87,000
22100BZX00549000 ﾌﾟﾛﾓｰﾄ RF 30 ｾﾝﾄ･ｼﾞｭｰﾄﾞ･ﾒﾃﾞｨｶﾙ株式会社 144 両室ペーシング機能付き植込み型除細動器  \4,190,000
22100BZX00552000 PROFEMUR®Xmｼｽﾃﾑ ﾗｲﾄ･ﾒﾃﾞｨｶﾙ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 059 オプション部品 (1) 人工股関節用部品  \29,300

22100BZX00552000 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

22100NZX00091000 ｸﾞﾘｯﾊﾟｰﾌﾟﾗｽ NAC 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
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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21年6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

21600BZZ00401000 歯科用ﾊﾟﾉﾗﾏX線CT撮影装置 PSR9000N
ｼﾘｰｽﾞ

朝日ﾚﾝﾄｹﾞﾝ工業株式会社 ﾃﾞﾝﾀﾙX線撮影装置

218AABZX00034000 ｱﾙﾌｧｰﾄﾞｼﾘｰｽﾞ 朝日ﾚﾝﾄｹﾞﾝ工業株式会社 ﾃﾞﾝﾀﾙX線撮影装置
220AABZX00034000 ｱﾘｵｽ ｼﾘｰｽﾞ 朝日ﾚﾝﾄｹﾞﾝ工業株式会社 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21年6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)

220ACBZX00062000 ｲｿﾚｼﾞﾝH ﾊｲﾃﾞﾝﾀﾙ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 041 義歯床用アクリリック樹脂 （粉末  ＪＩＳ適合品） １ｇ \5
220ACBZX00062000 042 義歯床用アクリリック樹脂 （液  ＪＩＳ適合品） １mL \4
220ACBZX00062A01 ｱﾝｶｰﾚｼﾞﾝ 041 義歯床用アクリリック樹脂 （粉末  ＪＩＳ適合品） １ｇ \5
220ACBZX00062A01 042 義歯床用アクリリック樹脂 （液  ＪＩＳ適合品） １mL \4
220ACBZX00104000 ｲｿﾌｧｽﾄ ﾊｲﾃﾞﾝﾀﾙ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 043 義歯床用アクリリック即時硬化樹脂 （粉末） １ｇ \28
220ACBZX00104000 044 義歯床用アクリリック即時硬化樹脂 （液） １mL \19
220ACBZX00104A01 ｱﾝｶｰﾘﾍﾟｱ 043 義歯床用アクリリック即時硬化樹脂 （粉末） １ｇ \28
220ACBZX00104A01 044 義歯床用アクリリック即時硬化樹脂 （液） １mL \19
221ABBZX00008000 ﾊﾟﾗｴｸｽﾌﾟﾚｽ ﾍﾚｳｽ ｸﾙﾂｧｰ ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 043 義歯床用アクリリック即時硬化樹脂 （粉末） １ｇ \28
221ABBZX00008000 044 義歯床用アクリリック即時硬化樹脂 （液） １mL \19
221ABBZX00009000 ﾊﾟﾗﾌﾟﾚｽﾊﾞﾘｵ ﾍﾚｳｽ ｸﾙﾂｧｰ ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 043 義歯床用アクリリック即時硬化樹脂 （粉末） １ｇ \28
221ABBZX00009000 044 義歯床用アクリリック即時硬化樹脂 （液） １mL \19
221AFBZX00022000 ﾏｲｷｰ ﾌﾟﾗｽ 株式会社ﾆｯｼﾝ 044 義歯床用アクリリック即時硬化樹脂 （液） １mL \19
221AFBZX00022000 043 義歯床用アクリリック即時硬化樹脂 （粉末） １ｇ \28
221AFBZX00033000 ｷｬｽﾄﾏｽﾀｰｿﾙﾀﾞｰ2 株式会社ｱｲﾃﾞｨｴｽ 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
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