
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11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

22000BZI00015000 ﾈｵﾌﾞﾙｰｺｰｼﾞｰ ｱﾄﾑﾒﾃﾞｨｶﾙ株式会社 黄疸光線治療器
220AABZX00344A01 AT ﾐﾆ 伊藤超短波株式会社 低周波治療器
220AGBZX00015000 ﾊﾟﾙｽｵｷｼﾒｰﾀ ﾊﾟﾙｽﾌｨｯﾄ BO-800DX 日本精密測器株式会社 ﾊﾟﾙｽｵｷｼﾒｰﾀ
22100BZX00755000 PLUM  A+  輸液ﾎﾟﾝﾌﾟ ﾎｽﾋﾟｰﾗ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 注入ﾎﾟﾝﾌﾟ(Ⅲ)

22100BZX00755000 精密持続点滴装置
22100BZX00756000 ｼﾞｪﾑｽﾀｰ PCAﾎﾟﾝﾌﾟ ﾎｽﾋﾟｰﾗ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 注入ﾎﾟﾝﾌﾟ(Ⅲ)
22100BZX00756000 携帯型注入ﾎﾟﾝﾌﾟ
22100BZX00756000 精密持続点滴装置
22100BZX00756000 麻酔用精密持続注入器
22100BZX00945000 ﾈｯｸｽ ｱｸﾘ ｴｲｴｲ ﾜﾝﾋﾟｰｽ 株式会社ﾆﾃﾞｯｸ 後房ﾚﾝｽﾞ
22100BZX00946000 ﾈｯｸｽ ｱｸﾘ ﾜﾝﾋﾟｰｽ 株式会社ﾆﾃﾞｯｸ 後房ﾚﾝｽﾞ
22100BZX00979000 ｱﾊﾞﾝｼｨﾌﾟﾘｾｯﾄ 興和株式会社 挿入器付後房ﾚﾝｽﾞ
221ABBZX00177000 口腔･咽喉ﾋﾞﾃﾞｵｽｺｰﾌﾟ OLYMPUS ENF 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
221ABBZX00200000 ﾃﾞｼﾞﾀﾙX線撮影装置 Radnext α typeVH 株式会社日立ﾒﾃﾞｨｺ 診断用X線装置
221ABBZX00204000 ｴﾐｯｼｮﾝCT装置 BRIGHTVIEW  X 株式会社日立ﾒﾃﾞｨｺ ｴﾐｯｼｮﾝCT装置
221ABBZX00211000 上部消化管汎用ﾋﾞﾃﾞｵｽｺｰﾌﾟ OLYMPUS GIF TYPE Y0031 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
221ABBZX00216000 EVIS LUCERA 上部消化管汎用ﾋﾞﾃﾞｵｽｺｰﾌﾟ OLYMPUS GIF TYPE XP260NS 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
221ADBZX00092000 True Point ﾊﾞｲｵｸﾞﾗﾌ 16 ｼｰﾒﾝｽ旭ﾒﾃﾞｨﾃｯｸ株式会社 ﾎﾟｼﾞﾄﾛﾝCT装置
221ADBZX00092000 CT装置
221ADBZX00093000 ﾃﾞｼﾞﾀﾙｳｫｰｸ FM-190 ﾌｸﾀﾞ電子株式会社 ﾎﾙﾀ心電計
221ADBZX00093000 ﾘｱﾙﾀｲﾑ解析型心電図記録計
221AGBZX00256000 ﾊﾟﾙｽｵｷｼﾒｰﾀ ﾊﾟﾙｽﾌｨｯﾄ BO-600 日本精密測器株式会社 ﾊﾟﾙｽｵｷｼﾒｰﾀ
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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)
15900BZY00360000 ｸﾞｯﾄﾞﾃｯｸ ｻｰﾓﾀﾞｲﾘｭｰｼｮﾝ ｶﾃｰﾃﾙ PU 株式会社ｸﾞｯﾄﾞﾏﾝ 005 サーモダイリューション用カテーテル (1) 一般型 ① 標準型 ア 標準型  \23,200
21500BZG00014000 ｼﾞｪｯﾄ ﾌﾞﾗｯﾄﾞｱｸｾｽ用ｶﾃｰﾃﾙ 日本ﾋﾞｰ･ｴｯｸｽ･ｱｲ株式会社  \47,000

ｱｯｼｭｹｱﾌﾛｰｶﾃｰﾃﾙ
21600BZZ00094000 TMP ﾏｲｸﾛｶﾃｰﾃﾙ 株式会社東海ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ 010 血管造影用マイクロカテーテル (1) オーバーザワイヤー ③ デタッチャブルコイル用  \66,600
22000BZX01235000 ﾊﾞｰﾄﾞ 3D Max 株式会社ﾒﾃﾞｨｺﾝ 099 組織代用人工繊維布 (2) ヘルニア修復・胸壁補強用 ② 形状付加型  \19,100
22100BZX00065000 4-U2 CLS人工股関節 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 ① 大腿骨ステム(Ⅰ)  \576,000
22100BZX00817000 人工骨固定用ﾌﾟﾚｰﾄ 日本ﾒﾃﾞｨｶﾙﾏﾃﾘｱﾙ株式会社 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  \4,360
22100BZX00817000 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  \17,200
22100BZX00860000 M/Lﾃｰﾊﾟｰｷﾈｸﾃｨﾌﾞｽﾃﾑ 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
22100BZX00915000 Tornus ﾄﾙﾅｽ Pro 2. 1Fr 朝日ｲﾝﾃｯｸ株式会社 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
22100BZX00934000 ﾏﾙﾁﾃﾞｨﾒﾝｼｮﾅﾙﾈｲﾙⅡ 瑞穂医科工業株式会社 073 髄内釘 (1) 髄内釘 ② 横止め型  \197,000
22100BZX00934000 073 髄内釘 (2) 横止めスクリュー ① 標準型  \26,900
22100BZX00937000 ｿｰﾌﾞｱｯﾌﾟ ｱﾙｹｱ株式会社 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
22100BZX00940000 ﾊﾞｲｵﾌﾟﾚｰﾄ ﾛｰﾌﾟﾛﾌｧｲﾙﾌﾟﾚｰﾄ ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ株式会社 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
22100BZX00940000 061 固定用内副子（プレート） (9) その他のプレート ① 標準 エ 頭蓋骨閉鎖用 ⅰ バーホール型  \22,700
22100BZX00944000 ﾊﾞﾘｽﾀ ﾊﾞｲｵﾒｯﾄ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 064 脊椎固定用材料 (1) 脊椎ロッド  \52,800
22100BZX00944000 064 脊椎固定用材料 (6) 脊椎スクリュー（可動型）  \114,000
22100BZX00947000 UKﾄﾞﾚｰﾝｶﾃｰﾃﾙ ﾕﾆﾁｶ株式会社 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
22100BZX00950000 ﾊﾟﾘﾃｯｸｽ ﾌﾟﾛｸﾞﾘｯﾌﾟ ﾀｲｺﾍﾙｽｹｱｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 099 組織代用人工繊維布 (2) ヘルニア修復・胸壁補強用 ① 一般 １㎠当たり \80

22100BZX00950000 099 組織代用人工繊維布 (2) ヘルニア修復・胸壁補強用 ② 形状付加型  \19,100
22100BZX00958000 ﾃﾞｭｴｯﾄ TRS ﾀｲｺﾍﾙｽｹｱｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 099 組織代用人工繊維布 (4) 自動縫合器対応用 ２枚１組 \20,100
22100BZX00962000 Excia ｽﾃﾑ ﾋﾞｰ･ﾌﾞﾗｳﾝｴｰｽｸﾗｯﾌﾟ株式会社 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
22100BZX00962000 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
22100BZX00965000 Expert

TM
 AFN Japanese(滅菌) ｼﾝｾｽ株式会社 073 髄内釘 (1) 髄内釘 ② 横止め型  \197,000

22100BZX00966000 ﾎﾟﾗﾘｽ 5.5 ﾊﾞｲｵﾒｯﾄ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 064 脊椎固定用材料 (1) 脊椎ロッド  \52,800
22100BZX00966000 064 脊椎固定用材料 (6) 脊椎スクリュー（可動型）  \114,000
22100BZX00966000 064 脊椎固定用材料 (7) 脊椎コネクター  \49,000
22100BZX00966000 064 脊椎固定用材料 (8) トランスバース固定器  \75,500
22100BZX00974000 ﾀﾛｽSR ﾊﾞｲｵﾄﾛﾆ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
22100BZX00975000 ﾀﾛｽDR ﾊﾞｲｵﾄﾛﾆｯｸｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 112 ペースメーカ (6) デュアルチャンバ（Ⅳ型）  \1,330,000
22100BZX00978000 CPS ｸｰﾘｴ ｾﾝﾄ･ｼﾞｭｰﾄﾞ･ﾒﾃﾞｨｶﾙ株式会社 012 血管造影用ガイドワイヤー (3) 微細血管用  \18,900

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11月1日

042 緊急時ブラッドアクセス用留置カテーテル (2) ダブルルーメン以上 ③ カフ型
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２．歯科

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)
221AABZX00115000 ｽｰﾊﾟｰﾎﾞﾝﾄﾞ ｻﾝﾒﾃﾞｨｶﾙ株式会社 037 ダイレクトボンド用ボンディング材 １ｇ \900
221AABZX00115000 046 歯科用合着・接着材料Ⅰ（粉末・液） １ｇ \441
221AABZX00115000 034 歯科用合着・接着材料Ⅰ（粉末・液） １ｇ \441
221AFBZX00083000 ｵﾙｿﾌｨｱLC 株式会社ﾄｸﾔﾏﾃﾞﾝﾀﾙ 037 ダイレクトボンド用ボンディング材 １ｇ \900
221AKBZX00119000 ﾊｰｷｭﾗｲﾄ ｳﾙﾄﾗ ｻｲﾌﾞﾛﾝ･ﾃﾞﾝﾀﾙ株式会社 049 歯科充填用材料  Ⅰ １ｇ \704

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11月１日
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