
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

21500BZZ00274000 ﾄｯﾌﾟ輸液ﾎﾟﾝﾌﾟ TOP-7100 株式会社ﾄｯﾌﾟ 注入ﾎﾟﾝﾌﾟ(Ⅲ)
21500BZZ00302000 ｵｽﾃｵｸﾞﾛｰ BS-1000 株式会社ｴﾑ･ｲｰ･ｼｽﾃﾑ 骨電気刺激装置
22000BZX01199000 ｱﾙｺﾝ ｱｸﾘｿﾌ IQ ﾄｰﾘｯｸ ｼﾝｸﾞﾙﾋﾟｰｽ 日本ｱﾙｺﾝ株式会社 後房ﾚﾝｽﾞ
220AABZX00072000 電子内視鏡 EG-3000WR ﾌｼﾞﾉﾝ株式会社 内視鏡
220AABZX00104000 電子内視鏡 EG-3000FP ﾌｼﾞﾉﾝ株式会社 内視鏡
220AABZX00105000 電子内視鏡 EC-3000MP ﾌｼﾞﾉﾝ株式会社 内視鏡
220AABZX00188000 観測装置 SP702 富士ﾌｲﾙﾑ株式会社 超音波検査装置(Ⅰ)
220AABZX00189000 超音波検査装置 SU-7000 富士ﾌｲﾙﾑ株式会社 超音波検査装置(Ⅰ)
220AABZX00211000 電子内視鏡 EG-270N5 富士ﾌｲﾙﾑ株式会社 内視鏡
220AABZX00247000 電子内視鏡 EB-470P 富士ﾌｲﾙﾑ株式会社 内視鏡
220AABZX00249000 電子内視鏡 EB-470T 富士ﾌｲﾙﾑ株式会社 内視鏡
220AABZX00250000 電子内視鏡 EB-270P 富士ﾌｲﾙﾑ株式会社 内視鏡
220AABZX00251000 電子内視鏡 EB-270S 富士ﾌｲﾙﾑ株式会社 内視鏡
220AABZX00252000 電子内視鏡 EB-270T 富士ﾌｲﾙﾑ株式会社 内視鏡
220AABZX00253000 電子内視鏡 ED-250XL8/B 富士ﾌｲﾙﾑ株式会社 内視鏡
220AABZX00254000 電子内視鏡 ED-450XL8/B 富士ﾌｲﾙﾑ株式会社 内視鏡
220AABZX00260000 電子内視鏡 EC-450MP5 富士ﾌｲﾙﾑ株式会社 内視鏡
220AABZX00261000 電子内視鏡 EC-450WM5 富士ﾌｲﾙﾑ株式会社 内視鏡
220AABZX00262000 電子内視鏡 EG-450RD5 富士ﾌｲﾙﾑ株式会社 内視鏡
220AABZX00263000 電子内視鏡 EG-450WR5 富士ﾌｲﾙﾑ株式会社 内視鏡
220AABZX00266000 電子内視鏡 ER-270T 富士ﾌｲﾙﾑ株式会社 内視鏡
220AABZX00268000 電子内視鏡 EG-450PE5 富士ﾌｲﾙﾑ株式会社 内視鏡
220AABZX00274000 電子内視鏡 EL2-TF410 TYPE31 富士ﾌｲﾙﾑ株式会社 内視鏡
220AABZX00278000 電子内視鏡 EC-250WL5 富士ﾌｲﾙﾑ株式会社 内視鏡
220AABZX00280000 電子内視鏡 EC-450WL5 富士ﾌｲﾙﾑ株式会社 内視鏡
220AABZX00281000 電子内視鏡 EC-450ZW5/M 富士ﾌｲﾙﾑ株式会社 内視鏡
220AABZX00282000 電子内視鏡 EC-450DM5 富士ﾌｲﾙﾑ株式会社 内視鏡
220AABZX00292000 電子内視鏡 ED-250XT8/B 富士ﾌｲﾙﾑ株式会社 内視鏡
220AABZX00300000 電子内視鏡 EG-270NH5 富士ﾌｲﾙﾑ株式会社 内視鏡
220AGBZX00001000 ﾚｰｻﾞｰｽﾍﾟｯｸﾙﾌﾛｰｸﾞﾗﾌｨｰLSFG-NAVI ｿﾌﾄｹｱ有限会社 眼底ｶﾒﾗ(Ⅱ)
22100BZX00470000 ｶﾘｰﾅ ﾄﾞﾚｰｹﾞﾙ･ﾒﾃﾞｨｶﾙ ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 人工呼吸器
22100BZX00471000 ﾊﾟｯﾄｼｽﾃﾑ ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙｾｯﾄ ﾍﾓﾈﾃｨｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝ合同会社 自家輸血装置
22100BZX00472000 ｶｰﾃﾞｨｵﾊﾟｯﾄ ｼｽﾃﾑ ﾍﾓﾈﾃｨｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝ合同会社 自家輸血装置
22100BZX00558000 肺機能検査ｼｽﾃﾑ CHESTAC-8900 ﾁｪｽﾄ株式会社 電子ｽﾊﾟｲﾛﾒｰﾀ/基礎代謝測定装置
22100BZX00564000 ﾎﾜｲﾄｽﾀｰｼｸﾞﾈﾁｬｰ ｴｲｴﾑｵｰ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 超音波白内障手術装置
22100BZX00695000 ﾋﾞﾘｿﾌﾄ ｼﾞｰｲｰ横河ﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑ株式会社 黄疸光線治療器
22100BZX00707000 ｻﾝﾄﾞﾏﾝ ｲﾝﾄﾛ ﾀｲｺﾍﾙｽｹｱｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 在宅人工呼吸器(Ⅲ)
22100BZX00708000 ｵﾃﾞｯｾｲ 30 ﾀｶｲ医科工業株式会社 ﾚｰｻﾞｰ手術装置(Ⅲ)
22100BZX00708000 ﾚｰｻﾞｰ手術装置(Ⅰ)
221AABZX00069000 電子内視鏡 EG-530NW 富士ﾌｲﾙﾑ株式会社 内視鏡
221AABZX00078000 ﾊﾟﾙｽｵｷｼﾒｰﾀ PULSOX-1 ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀｾﾝｼﾝｸﾞ株式会社 ﾊﾟﾙｽｵｷｼﾒｰﾀ
221AABZX00092000 電子内視鏡 EC-590LP ﾌｼﾞﾉﾝ株式会社 内視鏡
221ABBZX00067000 膀胱腎盂ﾋﾞﾃﾞｵｽｺｰﾌﾟ OLYMPUS CYF 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
221ABBZX00070000 腹腔･胸腔ﾋﾞﾃﾞｵｽｺｰﾌﾟ OLYMPUS LTF 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
221ABBZX00071000 腹腔･胸腔ﾋﾞﾃﾞｵｽｺｰﾌﾟ OLYMPUS LTF 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
221ABBZX00077000 腹腔･胸腔ﾋﾞﾃﾞｵｽｺｰﾌﾟ OLYMPUS LTF TYPE Y0008 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
221ABBZX00078000 腹腔･胸腔ﾋﾞﾃﾞｵｽｺｰﾌﾟ OLYMPUS LTF 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
221ABBZX00139000 超音波ｶﾞｽﾄﾛﾋﾞﾃﾞｵｽｺｰﾌﾟ OLYMPUS GIF TYPE Y0007-UCT 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

221ABBZX00154000 日立 MR ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ装置 APERTO Eterna 株式会社日立ﾒﾃﾞｨｺ MRI装置
221AGBZX00054000 EMGﾏｽﾀｰ 株式会社小沢医科器械 筋電計(Ⅰ)
221AGBZX00089000 ﾍﾟﾝﾀｯｸｽ 胃ﾌｧｲﾊﾞｰｽｺｰﾌﾟ FP-7RBS HOYA株式会社 内視鏡
221AGBZX00101000 ﾍﾟﾝﾀｯｸｽ ﾋﾞﾃﾞｵ鼻咽喉ｽｺｰﾌﾟ VNL-90s HOYA株式会社 内視鏡
221AGBZX00111000 ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾗｼﾞｵｸﾞﾗﾌｨ CXDI-55C ｷﾔﾉﾝ株式会社 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ映像化処理装置
221AGBZX00112000 ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾗｼﾞｵｸﾞﾗﾌｨ 　CXDI-55G ｷﾔﾉﾝ株式会社 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ映像化処理装置
221AGBZX00114000 ﾏﾙﾁﾄｯﾌﾟﾗｰ LFS-108 ｾﾙｺﾑ株式会社 低周波治療器
221AGBZX00115000 ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾗｼﾞｵｸﾞﾗﾌｨ 　CXDI-60C ｷﾔﾉﾝ株式会社 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ映像化処理装置
221AGBZX00120000 らくらくｻﾝｿ-7A 山陽電子工業株式会社 酸素供給装置(Ⅰ)
221AGBZX00120A01 VETSｻﾝｿ-7 山陽電子工業株式会社 酸素供給装置(Ⅰ)
221AIBZX00016000 ｱｷｭｿﾝ SC2000 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)
221AIBZX00022000 ﾚﾝｽﾞｽﾀｰ LS900 ｼﾞｬﾊﾟﾝﾌｫｰｶｽ株式会社 超音波検査装置(Ⅲ)
221AIBZX00026000 ｶﾎﾞ3D 株式会社城楠歯科商会 CT撮影装置
221AIBZX00034000 Ziehm Vision RFD  X線透視診断装置 東洋ﾒﾃﾞｨｯｸ株式会社 診断用X線装置
221ALBZX00006000 ｷｭｰﾌﾞﾄﾛﾝ ES4 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)
21200BZY00143A01 ﾎﾟﾘ  ｼﾝﾗｲﾝⅡ EZ 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 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
21200BZY00191A01 ﾎﾟﾘ  ｼﾝﾗｲﾝⅡ 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 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
21600BZY00249000 AO ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｽﾊﾟｲﾝｼｽﾃﾑ ｽﾓｰﾙｽﾀｯ

ﾁｬｰ TAN
ｼﾝｾｽ株式会社 152 胸郭変形矯正用材料(3)肋骨腸骨間用の一部 ※

22000BZY00026000 ONYX液体塞栓ｼｽﾃﾑLD ｲｰｳﾞｨｰｽﾘｰ株式会社 154 脳動静脈奇形術前塞栓材 ¥134,000
22000BZX01655000 152 胸郭変形矯正用材料(1)肋骨間用 ※
22000BZX01655000 152 胸郭変形矯正用材料(2)肋骨腰椎間用 ※
22000BZX01655000 152 胸郭変形矯正用材料(3)肋骨腸骨間用 ※
22000BZX01655000 152 固定クリップ（伸展術時交換用） ¥68,300
22000BZX01768000 PDA閉鎖ｾｯﾄ 日本ﾗｲﾌﾗｲﾝ株式会社 153 経皮的動脈管閉鎖ｾｯﾄ ¥332,000
22100BZX00555000 PROFEMUR® TLｽﾃﾑ ﾗｲﾄ･ﾒﾃﾞｨｶﾙ･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 ① 大腿骨ステム(Ⅰ)  \576,000
22100BZX00556000 SJM ﾘｼﾞｯﾄﾞｻﾄﾞﾙﾘﾝｸﾞ ｾﾝﾄ･ｼﾞｭｰﾄﾞ･ﾒﾃﾞｨｶﾙ株式会社 122 人工弁輪  \288,000
22100BZX00557000 ﾓﾃﾞｭﾗｰﾈｯｸｼｽﾃﾑ(ｾﾒﾝﾄﾀｲﾌﾟ) ﾅｶｼﾏﾒﾃﾞｨｶﾙ株式会社 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
22100BZX00559000 ｱﾙﾄｩｰｱ 20 SR 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 112 ペースメーカ (2) シングルチャンバ（Ⅱ型）  \1,030,000
22100BZX00560000 ｱﾙﾄｩｰｱ 20 DR 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 112 ペースメーカ (5) デュアルチャンバ（Ⅲ型）  \1,100,000
22100BZX00568000 ｲﾝﾊﾞﾃｯｸ PTA 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 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
22100BZX00569000 ｲﾝﾊﾞﾃｯｸ PTA 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 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
22100BZX00638000 一番槍 ｿﾙﾀﾅ 株式会社ｶﾈｶ 130 心臓手術用カテーテル (2) 冠動脈狭窄部貫通用カテーテル  \55,500
22100BZX00639000 AO Matrix Mandible ｼｽﾃﾑ ｼﾝｾｽ株式会社 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

22100BZX00639000 061 固定用内副子（プレート） (9) その他のプレート ① 標準 イ 下顎骨・骨盤再建用  \79,000
22100BZX00639000 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

22100BZX00714000 InterTAN ﾈｲﾘﾝｸﾞ ｼｽﾃﾑ ｽﾐｽ･ｱﾝﾄﾞ･ﾈﾌｭｰ ｵｰｿﾍﾟﾃﾞｨｯｸｽ株式会社 073 髄内釘 (1) 髄内釘 ③ 大腿骨頸部型  \189,000
22100BZX00714000 073 髄内釘 (2) 横止めスクリュー ② 大腿骨頸部型  \60,600
22100BZX00717000 NC ﾎﾞｲｼﾞｬｰ PTCA用ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ ｱﾎﾞｯﾄ ﾊﾞｽｷｭﾗｰ 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
22100BZX00749000 ｱｲｿﾌﾚｯｸｽｵﾌﾟﾃｨﾑﾘｰﾄﾞ 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
22100BZX00750000 ｱｲｿﾌﾚｯｸｽ Optim 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
221AABZI00067000 ﾃﾞｨﾃﾞｪｺ ｶｰﾄﾞ 心内貯血槽 ｿｰﾘﾝ株式会社 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
221AABZI00068000 ﾃﾞｨﾃﾞｪｺ 小児用動脈ﾌｨﾙﾀｰ ｿｰﾘﾝ株式会社 127 人工心肺回路 (6) 個別機能品 ⑤ ラインフィルター  \20,900

 
221AABZX00063000 COOK ｴｸｽﾄﾗｸｼｮﾝﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ Cook Japan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 ① ダブルルーメン  \42,800
221AABZX00063000 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
221ABBZX00059000 採石ﾊﾞｽｹｯﾄ FG-Y0002 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 (3) 採石用バスケットカテーテル ¥40,500
221ADBZX00031000 胃瘻ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 富士ｼｽﾃﾑｽﾞ株式会社 037 交換用胃瘻カテーテル (1) 胃留置型 ② バルーン型  \8,740

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7月1日

※　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。

VEPTRシステム ｼﾝｾｽ株式会社
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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

221AGBZX00099000 ｷｬﾃﾞｨｱｯｸｽｺﾝﾊﾟｸﾄ2 白水貿易株式会社 下顎運動路描記装置
221AIBZX00026000 ｶﾎﾞ3D 株式会社城楠歯科商会 歯科ﾊﾟﾉﾗﾏ断層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)
220ACBZX00052A01 ｲｿﾗｲﾄ ﾀｲﾌﾟⅠ ﾊｲﾃﾞﾝﾀﾙ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 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
220ACBZX00052000 ｷﾞﾝｶﾞ ﾀｲﾌﾟⅠ ﾊｲﾃﾞﾝﾀﾙ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 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
221ACBZX00056000 ｷﾞﾝｶﾞ ﾊｰﾄﾞﾀｲﾌﾟ ﾊｲﾃﾞﾝﾀﾙ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 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
221ACBZX00056A01 ｲｿﾗｲﾄ ﾊｰﾄﾞﾀｲﾌﾟ ﾊｲﾃﾞﾝﾀﾙ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 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
220AGBZX00058000 ｷﾞﾝｶﾞ (ﾀｲﾌﾟⅡ) ﾊｲﾃﾞﾝﾀﾙ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 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
220AGBZX00058A01 ｲｿﾗｲﾄ (ﾀｲﾌﾟⅡ) ﾊｲﾃﾞﾝﾀﾙ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 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
221AFBZX00036000 ﾊｰﾄﾞﾋﾟｭｱA 株式会社ｸｴｽﾄ 035 硬質レジン歯  前歯用 ６本１組 \619
221AFBZX00036A01 ﾊｰﾄﾞﾋﾟｭｱP 株式会社ｸｴｽﾄ 036 硬質レジン歯  臼歯用 ８本１組 \801
221ABBZX00018000 ﾋﾞｰﾅｽ ﾍﾚｳｽ ｸﾙﾂｧｰ ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 049 歯科充填用材料  Ⅰ １ｇ \704
221ACBZX00037000 ﾜｲﾋﾟｰK14ｿﾙﾀﾞｰ 山本貴金属地金株式会社 005 歯科用14カラット合金用金ろう（ＪＩＳ適合品） １ｇ \2,827
221ACBZX00052000 ﾕﾆｿﾙﾀﾞｰH 山本貴金属地金株式会社 013 歯科用銀ろう （ＪＩＳ適合品） １ｇ \217
221AKBZX00074000 ｼﾞｰｼｰ ﾌｼﾞTEMP 株式会社ｼﾞｰｼｰ 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7月１日
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