
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8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

21700BZY00265000 ｱｲｹｱ 株式会社ｴﾑｲｰﾃｸﾆｶ 眼圧計
22000BZX01208000 ｵｽﾋﾟｶ PACE203H 平和物産株式会社 体外型心臓ﾍﾟｰｽﾒｰｶ
220AABZX00265000 電子内視鏡 ES-450WE5 富士ﾌｲﾙﾑ株式会社 内視鏡
220AABZX00269000 電子内視鏡 EG-450ZW5 富士ﾌｲﾙﾑ株式会社 内視鏡
220AABZX00293000 電子内視鏡 ES-250WE5 富士ﾌｲﾙﾑ株式会社 内視鏡
220AABZX00297000 電子内視鏡 EG-450D5 富士ﾌｲﾙﾑ株式会社 内視鏡
220AABZX00298000 電子内視鏡 EG-250CT5 富士ﾌｲﾙﾑ株式会社 内視鏡
220AABZX00299000 電子内視鏡 EG-250D5 富士ﾌｲﾙﾑ株式会社 内視鏡
220AABZX00301000 電子内視鏡 EG-450CT5 富士ﾌｲﾙﾑ株式会社 内視鏡
220AFBZX00073000 小型ｶﾞﾝﾏｶﾒﾗ eZ-SCOPE Light 安西ﾒﾃﾞｨｶﾙ株式会社 ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝｶﾒﾗ
220AFBZX00073000 ｴﾐｯｼｮﾝCT装置
220AIBZX00085000 FPI搭載X線透視診断装置 IBU-Digital 株式会社千代田ﾃｸﾉﾙ 診断用X線装置
22100BZX00762000 ﾊﾞｾﾗ VS-1500Aｼﾘｰｽﾞ ﾌｸﾀﾞ電子株式会社 心電図(Ⅱ)
221AABZX00099000 ﾑﾙﾁｯｸｽ TOP ｼｽﾃﾑ ｼｰﾒﾝｽ旭ﾒﾃﾞｨﾃｯｸ株式会社 診断用X線装置
221AABZX00111000 ﾌﾟﾛｻｳﾝﾄﾞ 4 ｱﾛｶ株式会社 超音波検査装置(Ⅰ)
221AABZX00112000 光干渉断層計 RS-3000 株式会社ﾆﾃﾞｯｸ 眼底三次元画像解析装置
221AABZX00112000 眼底ｶﾒﾗ(Ⅰ)
221AABZX00AA3000 電子内視鏡 ER-270P 富士ﾌｲﾙﾑ株式会社 内視鏡
221ABBZX00086000 膀胱腎盂ﾋﾞﾃﾞｵｽｺｰﾌﾟ OLYMPUS CYF 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
221ABBZX00093000 咽喉食道ﾋﾞﾃﾞｵｽｺｰﾌﾟ OLYMPUS PEF 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
221ABBZX00151000 富士ﾌｲﾙﾑ DR-ID 300 富士ﾌｲﾙﾑ株式会社 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ映像化処理装置
221ACBZX00062000 OEC 7900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
221ACBZX00062000 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ映像化処理装置
221ACBZX00063000 血管造影X線診断装置 Allura Xper CV20 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 診断用X線装置
221ACBZX00063000 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ映像化処理装置
221ACBZX00068000 据置型ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式汎用X線診断装置 Discovery 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
221ACBZX00068000 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ映像化処理装置
221AGBZX00097000 ほっとﾊﾟﾙ ﾁｪｽﾄ株式会社 ﾊﾟﾙｽｵｷｼﾒｰﾀ
221AIBZX00037000 超音波診断装置 VOYAGER ﾅｯﾚｼﾞ･ｱﾝﾄﾞ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ株式会社 超音波検査装置(Ⅰ)
221AKBZX00088000 ﾋｽﾃﾛ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
219ADBZX00119A01 G ｽｷｬﾝ 7400 ｹｱｽﾄﾘｰﾑﾍﾙｽ株式会社 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ映像化処理装置
22100BZI00007000 BISﾓﾆﾀ View A-300 日本光電工業株式会社 脳波計
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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)
21200BZG00034000 ｱｷｭﾒｯﾄﾞ ﾃﾝｼｮﾝﾊﾞﾝﾄﾞ 小林製薬株式会社 075 固定用金属線 (2) 大転子専用締結器  \141,000
21300BZY00557000 ﾊﾞｲｵﾒｯﾄ ﾊﾞｲﾒﾄﾘｯｸ/ﾊﾞｲﾎﾟｰﾗ ﾋｯﾌﾟ 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 (1) 骨盤側材料 ③ ライナー  \67,400
21600BZY00174000 CMK ﾋｯﾌﾟｼｽﾃﾑ 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 (1) 骨盤側材料 ③ ライナー  \67,400
21700BZZ00231A01 ﾌﾟﾘﾏﾌｨｯｸｽ 日本特殊陶業株式会社 078 人工骨 (1) 汎用型 ① 非吸収型 エ 形状賦形型 １mL当たり \20,400

21700BZZ00231A02 ｾﾗﾌｨｯﾄ 078 人工骨 (1) 汎用型 ① 非吸収型 エ 形状賦形型 １mL当たり \20,400

22000BZX00381000 ﾏｷｼﾓⅡ VR 日本ﾒﾄﾞ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
22000BZX00390000 ﾏｷｼﾓⅡ DR 日本ﾒﾄﾞ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
22100BZX00356000 IMR ETlogixﾘﾝｸﾞ ｴﾄﾞﾜｰｽﾞﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ株式会社 122 人工弁輪 ¥288,000
22100BZX00365000 DIB-PCAｼｽﾃﾑ 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
22100BZX00365000 019 携帯型ディスポーザブルＰＣＡ用注入ポンプ (1) 接続型  \3,690
22100BZX00713000 ﾃﾙﾓ循環器ｷｯﾄA EB ﾃﾙﾓ株式会社 012 血管造影用ガイドワイヤー (1) 一般用  \3,450
22100BZX00713000 009 血管造影用カテーテル (1) 一般用  \4,100
22100BZX00713000 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
22100BZX00713000 009 血管造影用カテーテル (4) 心臓マルチパーパス型  \8,040
22100BZX00713000 001 血管造影用シースイントロデューサーセット (1) 一般用  \4,140
22100BZX00713000 012 血管造影用ガイドワイヤー (2) 交換用  \5,340
22100BZX00713000 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
22100BZX00764000 ﾊﾞｰﾄﾞ X-ﾌｫｰｽ N30 株式会社ﾒﾃﾞｨｺﾝ 135 尿路拡張用カテーテル (2) 腎瘻用  \45,800
22100BZX00766000 ﾋﾞｰ･ﾌﾞﾗｳﾝｴｰｽｸﾗｯﾌﾟ株式会社 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
22100BZX00766000 058 人工膝関節用材料 (4) インサート  \73,300
22100BZX00768000 OIC PEEK ｲﾝﾀｰﾎﾞﾃﾞｨｹｰｼﾞ 日本ｽﾄﾗｲｶｰ株式会社 078 人工骨 (2) 専用型 ⑤ 椎体固定用 ア １椎体用  \207,000
22100BZX00769000 36MM ﾊﾞｲｵﾒｯﾄ ﾓｼﾞｭﾗｰﾍｯﾄﾞ 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
22100BZX00770000 ﾒｻ ｽﾊﾟｲﾅﾙ ｼｽﾃﾑ ｴﾑ･ｼｰ･ﾒﾃﾞｨｶﾙ株式会社 064 脊椎固定用材料 (6) 脊椎スクリュー（可動型）  \114,000
22100BZX00770000 064 脊椎固定用材料 (1) 脊椎ロッド  \52,800
22100BZX00770000 064 脊椎固定用材料 (8) トランスバース固定器  \75,500
22100BZX00771000 ｽｶｳﾄﾌﾟﾛ 7F ﾊﾞｲｵﾄﾛﾆｯｸｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 001 血管造影用シースイントロデューサーセット (3) 選択的導入用（ガイディングカテーテルを兼ねるもの）  \18,900
22100BZX00785000 滅菌済ﾃﾗﾓﾝ-P ﾒﾄﾞﾄﾛﾆｯｸｿﾌｧﾓｱﾀﾞﾈｯｸ株式会社 078 人工骨 (2) 専用型 ⑤ 椎体固定用 ア １椎体用  \207,000
22100BZX00787000 ﾃﾝﾎﾟﾗﾘｰ ｵｸﾘｭｰｼﾞｮﾝ ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ Ⅱ 富士ｼｽﾃﾑ株式会社 133 血管内手術用カテーテル (6) オクリュージョンカテーテル ② 特殊型  \138,000
22100BZX00818000 ﾘｼﾞｪﾉｽ ｸﾗﾚﾒﾃﾞｨｶﾙ株式会社 078 人工骨 (1) 汎用型 ① 非吸収型 ア 顆粒・フィラー １ｇ当たり \6,630
22100BZX00818000 078 人工骨 (1) 汎用型 ① 非吸収型 イ 多孔体 １mL当たり \16,900

22100BZX00818000 078 人工骨 (2) 専用型 ④ 椎弓・棘間用  \44,800
22100BZX00819000 ﾀｰｺﾞﾝPH-Pﾈｲﾙｼｽﾃﾑ ﾋﾞｰ･ﾌﾞﾗｳﾝｴｰｽｸﾗｯﾌﾟ株式会社 073 髄内釘 (1) 髄内釘 ② 横止め型  \197,000
22100BZX00821000 ｼﾝｾｽ株式会社 060 固定用内副子（スクリュー） (2) 一般スクリュー（生体用合金Ⅱ）  \1,960
22100BZX00821000 061 固定用内副子（プレート） (8) 骨端用プレート（生体用合金Ⅱ）  \36,900
221AABZX00110000 SealGuard Evac 気管ﾁｭｰﾌﾞ 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 ① カフ上部吸引機能あり  \2,760
221ABBZX00153000 ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙﾊﾞﾙｰﾝﾀﾞｲﾚｰﾀ B-Y0005 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 ③ 十二指腸乳頭拡張機能付き  \93,000

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区分）　保険適用開始年月日：平成21年8月1日

LCPﾍﾟﾃﾞｨｱﾄﾘｯｸﾋｯﾌﾟﾌﾟﾚｰﾄｼｽﾃﾑ(滅菌)

Columbus ﾄｰﾀﾙﾆｰｼｽﾃﾑ PS ｾﾒﾝﾄ
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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8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

219ADBZX00119A01 G ｽｷｬﾝ 7400 ｹｱｽﾄﾘｰﾑﾍﾙｽ株式会社 歯科ｴｯｸｽ線撮影ﾃﾞｼﾞﾀﾙ映像化処理装置
219ADBZX00119A01 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)
221ABBZX00011000 ｲｰﾊ ﾍﾚｳｽ ｸﾙﾂｧ- ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 035 硬質レジン歯  前歯用 ６本１組 \619
221ABBZX00011000 036 硬質レジン歯  臼歯用 ８本１組 \801
221AGBZX00105000 ｶﾘｽﾏ ｵﾊﾟｰﾙ ﾍﾚｳｽ ｸﾙﾂｧ- ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 049 歯科充填用材料  Ⅰ １ｇ \704
221AGBZX00186000 ﾏﾙﾁﾘﾝｸ Ivoclar Vicadent株式会社 046 歯科用合着・接着材料Ⅰ（粉末・液） １ｇ \441
221AKBZX00086000 ﾍﾞﾗｼｱ SA AP全形態ｾｯﾄ 株式会社滋賀松風 035 硬質レジン歯  前歯用 ６本１組 \619
221AKBZX00086000 036 硬質レジン歯  臼歯用 ８本１組 \801

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区分）　保険適用開始年月日：平成21年8月１日
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