
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10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

21900BZI00005000 ｵﾌﾟﾃｨﾒﾃﾞｨｶ PASCAL ｱﾄﾞﾐｽ株式会社 眼科用光凝固装置
21900BZX00792000 ﾗｲﾌﾊﾟｯｸ1000 日本ﾒﾄﾞﾄﾛﾆｯｸ株式会社 除細動器
22000BZX00900000 ﾊﾞﾘｿｰｽ iX 株式会社ﾊﾞﾘｱﾝ ﾒﾃﾞｨｶﾙ ｼｽﾃﾑｽﾞ 腔内照射装置
22000BZX00900000 組織内照射線源
22000BZX01678000 ｻｲﾓﾝ 株式会社TRｱﾝﾄﾞK 終夜睡眠診断装置(Ⅰ)
22100BZX00880000 ﾄｯﾌﾟ輸液ﾎﾟﾝﾌﾟ TOP-2300 株式会社ﾄｯﾌﾟ 注入ﾎﾟﾝﾌﾟ(Ⅲ)
22100BZX00885000 生体情報ﾓﾆﾀ HBP-2070ｼﾘｰｽﾞ ｵﾑﾛﾝﾍﾙｽｹｱ株式会社 ﾓﾆﾀ
22100BZX00894000 ｱｰﾃｨｽﾄ ｼｰﾒﾝｽ旭ﾒﾃﾞｨﾃｯｸ株式会社 治療用粒子加速装置(Ⅱ)
22100BZX00894000 血液X線照射装置
22100BZX00907000 ｴﾀﾆﾃｨｰ ﾅﾁｭﾗﾙ 参天製薬株式会社 後房ﾚﾝｽﾞ
22100BZX00919000 心電･呼吸SpO2送信機 LX-7230ｼﾘｰｽﾞ ﾌｸﾀﾞ電子株式会社 ﾓﾆﾀ

221AABZX00123000 ﾌﾟﾛｻｳﾝﾄﾞ α 6 ｱﾛｶ株式会社 超音波検査装置(Ⅱ)
221ABBZX00179000 十二指腸ﾋﾞﾃﾞｵｽｺｰﾌﾟ OLYMPUS TJF TYPE Y0011 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
221ABBZX00188000 大腸ﾋﾞﾃﾞｵｽｺｰﾌﾟ OLYMPUS CF 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
221ABBZX00190000 EVIS LUCERA 上部消化管汎用ﾋﾞﾃﾞｵｽｺｰﾌﾟ OLYMPUS GIF TYPE PQ260 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
221ABBZX00191000 大腸ﾋﾞﾃﾞｵｽｺｰﾌﾟ OLYMPUS CF TYPE Y0019 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
221ACBZX00079000 超音波診断装置 APLIO MX SSA-780A 東芝ﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ株式会社 超音波検査装置(Ⅱ)
221ADBZX00084000 ｶｰﾃﾞｨﾗｲﾄ ESP-300SP ﾌｸﾀﾞ電子株式会社 心電図(Ⅱ)

ﾊﾟﾙｽｵｷｼﾒｰﾀ
221AGBZX00218000 ｵｷｼﾄｩﾙｰSC 株式会社ｱｲﾋﾞｼﾞｮﾝ ﾊﾟﾙｽｵｷｼﾒｰﾀ
221AGBZX00228000 前眼部形状解析装置 TMS-5 株式会社ﾄｰﾒｰｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 角膜曲率半径計測装置

角膜形状解析装置
221AHBZX00014000 超音波診断装置 A-Scan Plus ｶｰﾙﾂｧｲｽﾒﾃﾞｨﾃｯｸ株式会社 超音波検査装置(Ⅲ)
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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)
15800BZZ01536000 ｱﾘｹﾞｰﾀｰﾌﾟﾚｰﾄ 瑞穂医科工業株式会社 064 脊椎固定用材料 (8) トランスバース固定器  \75,500
20600BZZ00661000 ｱﾘｹﾞｰﾀｰﾌﾟﾚｰﾄ(Ti) 瑞穂医科工業株式会社 064 脊椎固定用材料 (8) トランスバース固定器  \75,500
21300BZZ00465A01 人工股関節4-U 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 ① 臼蓋形成用カップ(Ⅰ)  \165,000
21300BZZ00465A01 057 人工股関節用材料 (1) 骨盤側材料 ③ ライナー  \67,400
21300BZZ00465A01 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
21500BZG00013000 ｶﾃｰﾃﾙｼｰｽｾｯﾄ 日本光電工業株式会社 002 ダイレーター  \2,950
21600BZZ00252A01 ｴﾝﾄﾞﾋﾞﾌﾞ  ﾎﾞﾀﾝⅡ 日本ｼｬｰｳｯﾄﾞ株式会社 037 交換用胃瘻カテーテル (1) 胃留置型 ① バンパー型 ア ガイドワイヤーあり  \22,000
21800BZZ10067A01 ｴﾝﾄﾞﾋﾞﾌﾞ ﾊﾞﾝﾊﾟｰ Gﾁｭｰﾌﾞ 日本ｼｬｰｳｯﾄﾞ株式会社 037 交換用胃瘻カテーテル (1) 胃留置型 ① バンパー型 ア ガイドワイヤーあり  \22,000
22000BZX01025000 ﾒﾄﾞﾄﾛﾆｯｸ Reveal DX 日本ﾒﾄﾞﾄﾛﾆｯｸ株式会社 155 植込み型心電図記録計 ¥422,000
22100BZI00012000 XFine TX ﾘｰﾄﾞ 日本ﾗｲﾌﾗｲﾝ株式会社 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
22100BZI00012000 113 植込み式心臓ペースメーカ用リード (3) アクセサリー  \7,210
22100BZX00198000 ﾊﾞｰｼﾊﾞXC ｺﾝﾊﾞﾃｯｸｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 101 皮膚欠損用創傷被覆材 (2) 皮下組織に至る創傷用 ① 標準型 １㎠当たり \14
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(4)胸部大動脈用ステントグラフト（補助部分） ¥286,000
22100BZX00716000 ｱﾝｼﾞｵｽｶﾙﾌﾟﾄ　PTAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ USCI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⑤スリッピングﾞ防止型 ¥118,000
22100BZX00892000 ｽﾄﾚｰﾄｽﾃﾑ 瑞穂医科工業株式会社 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
22100BZX00896000 ﾙﾏｯｸｽ 540 DR-T ﾊﾞｲｵﾄﾛﾆ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
22100BZX00897000 ﾙﾏｯｸｽ 540 VR-T ﾊﾞｲｵﾄﾛﾆｯｸｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 117 植込み型除細動器 (2) 植込み型除細動器（Ⅲ型）  \3,160,000
22100BZX00898000 ﾙﾏｯｸｽ 540 HF-T ﾊﾞｲｵﾄﾛﾆｯｸｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 144 両室ペーシング機能付き植込み型除細動器  \4,190,000
22100BZX00902000 ﾊﾟｰｶｰｽﾊﾟｲﾗﾙ気管ﾁｭｰﾌﾞ 小林製薬株式会社 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
22100BZX00902000 027 気管内チューブ (2) カフなし  \717
22100BZX00903000 ﾊﾟｰｶｰﾌﾟﾚﾌｫｰﾑ気管ﾁｭｰﾌﾞ 小林製薬株式会社 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
22100BZX00903000 027 気管内チューブ (2) カフなし  \717
22100BZX00904000 ﾃﾘｼﾞｪﾝ 100 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 117 植込み型除細動器 (3) 植込み型除細動器（Ⅳ型）  \3,300,000
22100BZX00905000 ﾃﾘｼﾞｪﾝ 100 VR 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 (2) 植込み型除細動器（Ⅲ型）  \3,160,000
22100BZX00911000 ｺｸﾞﾆｽ 100 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 144 両室ペーシング機能付き植込み型除細動器  \4,190,000
22100BZX00912000 CLSｽﾎﾟﾄﾙﾉｽﾃﾑ ｼﾞﾝﾏｰ株式会社 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
22100BZX00935000 Niti-S 食道用ｽﾃﾝﾄ ｾﾝﾁｭﾘｰﾒﾃﾞｨｶﾙ株式会社 095 食道用ステント  \132,000
22100BZX00938000 SJMｾｸﾞｲﾝﾘﾝｸﾞ ｾﾝﾄ･ｼﾞｭｰﾄﾞ･ﾒﾃﾞｨｶﾙ株式会社 101 皮膚欠損用創傷被覆材 (2) 皮下組織に至る創傷用 ① 標準型 １㎠当たり \14
22100BZX00941000 ｽﾊﾟｲﾅﾙﾄﾞﾚﾅｰｼﾞｾｯﾄAR 富士ｼｽﾃﾑｽﾞ株式会社 024 脳・脊髄腔用カニューレ (1) 排液用 ③ 脊髄クモ膜下腔用  \14,100
22100BZX00942000 ﾊｲﾄﾞﾛｻｲﾄ AD ｼﾞｪﾝﾄﾙ ｽﾐｽ･ｱﾝﾄﾞ･ﾈﾌｭｰ ｱﾝﾄﾞ ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株式会社 122 人工弁輪  \288,000
22100BZY00004000 AO ｽﾊﾟｲﾝｽｸﾘｭｰｼｽﾃﾑ ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(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
221AABZX00114000 ﾏﾙﾁﾁｬﾈﾙ ﾄﾞﾚﾅｰｼﾞ ｾｯﾄ 日本ｼｬｰｳｯﾄﾞ株式会社 029 吸引留置カテーテル (1) 能動吸引型 ④ 創部用 ア 軟質型  \6,770
221AABZX00145000 TaperGuard 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 ② カフ上部吸引機能なし  \1,090
221AABZX00145000 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
221ADBZX00077000 ﾌﾙｰﾃｯﾄﾞ ﾗｳﾝﾄﾞ ｽﾊﾟｲﾗﾙ ﾄﾞﾚｰﾝ 泉工医科貿易株式会社 029 吸引留置カテーテル (1) 能動吸引型 ④ 創部用 ア 軟質型  \6,770
221ADBZX00078000 ﾌﾙｰﾃｯﾄﾞ ﾌﾗｯﾄ ﾄﾞﾚｰﾝ 泉工医科貿易株式会社 029 吸引留置カテーテル (1) 能動吸引型 ④ 創部用 ア 軟質型  \6,770
221ADBZX00079000 PVC ｿﾗｼｯｸｶﾃｰﾃﾙ 泉工医科貿易株式会社 029 吸引留置カテーテル (1) 能動吸引型 ① 胸腔用 ア 一般型 ⅱ 硬質型  \1,250
221ADBZX00080000 ｼﾘｺﾝ ｿﾗｼｯｸｶﾃｰﾃﾙ 泉工医科貿易株式会社 029 吸引留置カテーテル (1) 能動吸引型 ① 胸腔用 ア 一般型 ⅰ 軟質型  \1,870
221ADBZX00081000 JPﾀｲﾌﾟ ﾄﾞﾚｰﾝ 泉工医科貿易株式会社 029 吸引留置カテーテル (1) 能動吸引型 ④ 創部用 ア 軟質型  \6,770
221ADBZX00082000 ｼﾘｺﾝ ｳｰﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ 泉工医科貿易株式会社 029 吸引留置カテーテル (1) 能動吸引型 ④ 創部用 ア 軟質型  \6,770
221ADBZX00083000 ﾄﾛｯｶｰ ｶﾃｰﾃﾙ 泉工医科貿易株式会社 025 套管針カテーテル (1) シングルルーメン ① 標準型  \2,100

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10月1日
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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10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

22100BZX00870000 ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙX線 NOMAD 株式会社ｱｲﾃﾞﾝｽ 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)
220ADBZX00060000 ｼﾙﾊﾞｰｿﾙﾀﾞ ﾄﾐｰ株式会社 013 歯科用銀ろう （ＪＩＳ適合品） １ｇ \217
221ADBZX00006000 ﾗｲﾄﾜｲﾔｰﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ ﾄﾐｰ株式会社 003 帯環用ブラケット １個 \179
221ADBZX00006000 004 ダイレクトボンド用ブラケット １個 \286
221ADBZX00041000 ﾌｧﾌﾞﾘﾁｭｰﾌﾞ ﾄﾐｰ株式会社 005 チューブ １個 \422

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10月1日
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