
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12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

21100BZZ00017000 ﾄﾞﾘｯﾌﾟ･ｱｲ NE-1 株式会社ﾊﾟﾗﾏ･ﾃｯｸ 注入ﾎﾟﾝﾌﾟ(Ⅲ)
21100BZZ00431000 ﾄｯﾌﾟｼﾘﾝｼﾞﾎﾟﾝﾌﾟ TOP-8100 株式会社ﾄｯﾌﾟ 注入ﾎﾟﾝﾌﾟ(Ⅱ)
219ACBZX00031000 ﾊﾟﾉｰﾗ19 株式会社吉田製作所 CT撮影装置
22100BZX00970000 ｱﾙｺﾝ ﾋﾟｭｱﾎﾟｲﾝﾄ 眼科用光凝固装置 日本ｱﾙｺﾝ株式会社 眼科用光凝固装置
22100BZX00980000 人工膵臓STG-55 日機装株式会社 人工膵臓
22100BZX00991000 ﾄﾞﾙﾆｴ Medilas fibertom 8100 ﾄﾞﾙﾆｴﾒﾄﾞﾃｯｸｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 レーザ手術装置(Ⅰ)

ﾌﾀﾞｯｸ-10 株式会社ﾌｸﾀﾞ産業 電子ｽﾊﾟｲﾛﾒｰﾀ
基礎代謝測定装置

22100BZX00998000 送信機 ZS-530P 日本光電工業株式会社 ﾓﾆﾀ
22100BZX01025000 眼科手術用付属品 株式会社ﾆﾃﾞｯｸ 超音波白内障手術装置
221AABZX00167000 ｵｽﾃｵﾄﾛﾝⅣ 伊藤超短波株式会社 超音波骨折治療器
221ABBZX00212000 ﾌｰﾘｴﾄﾞﾒｲﾝ OCTiVue-100 中央産業貿易株式会社 眼底三次元画像解析装置
221ABBZX00217000 富士ﾌｲﾙﾑ DR-ID 310UM 富士ﾌｲﾙﾑ株式会社 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ映像化処理装置
221ABBZX00224000 ﾊｲｻﾝｿ5Fx 日本特殊陶業株式会社 酸素供給装置(Ⅰ)
221ACBZX00095000 ﾃﾞｨｽｶﾊﾞﾘｰMR750 GEﾍﾙｽｹｱ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 MRI装置
221ADBZX00104000 心電計 ECG-1150 日本光電工業株式会社 心電計(Ⅱ)

誘発反応記録装置 ﾋﾟｭﾚｯｸ PuREC 有限会社ﾒｲﾖｰ 誘発反応測定装置
網膜電位測定装置

221AKBZX00124000 ﾚｾﾞｸﾄｽｺｰﾌﾟ用ﾃﾚｽｺｰﾌﾟ ｴﾑ･ｼｰ･ﾒﾃﾞｨｶﾙ株式会社 内視鏡

22100BZX00993000

221AGBZX00232000
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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)
22100BZX00252000 ﾊﾞｰｻﾈｲﾙ ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ 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
22100BZX00965000 ExpertTM AFN Japanese(滅菌) ｼﾝｾｽ株式会社 073 髄内釘 (2) 横止めスクリュー ② 大腿骨頸部型  ¥60,600

22100BZX00985000 ｶｰﾍﾟﾝﾀｰｴﾄﾞﾜｰｽﾞﾌｨｼﾞｵﾘﾝｸﾞⅡ 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
ﾊﾟｽﾌｧｲﾝﾀﾞｰ Ⅱ 株式会社ﾛﾊﾞｰﾄ･ﾘｰﾄﾞ商会 114 体外式ペースメーカ用カテーテル電極 (2) 心臓電気生理学的検査機能付加型 ③ 房室弁輪部型  ¥261,000

114 体外式ペースメーカ用カテーテル電極 (2) 心臓電気生理学的検査機能付加型 ② 冠状静脈洞型  ¥121,000
22100BZX00997000 ﾄﾗｸｾｽ ﾃﾙﾓ株式会社 012 血管造影用ガイドワイヤー (3) 微細血管用  ¥18,900
22100BZX00999000 ｷｬﾋﾟｵｯｸｽLX ﾃﾙﾓ株式会社 124 ディスポーザブル人工肺（膜型型） (3) 補助循環型  ¥181,000

ﾎﾟｰﾃｯｸｽ･ﾘｲﾝﾌｫｰｽﾄﾞ気管内ﾁｭｰﾌﾞ ｽﾐｽﾒﾃﾞｨｶﾙ･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
027 気管内チューブ (2) カフなし  ¥717

22100BZX01009000 ｵﾌﾟﾃｨｾﾝｽ 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 (3) アクセサリー  ¥7,210
22100BZX01012000 ｶﾈｶPTAｶﾃｰﾃﾙPE-R3 株式会社ｶﾈｶ 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
22100BZX01017000 Taiga ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ 日本ﾒﾄﾞﾄﾛﾆｯｸ株式会社 132 ガイディングカテーテル (1) 冠動脈用  ¥26,400

Relfex Hybrid UG ｻｰﾋﾞｶﾙｼｽﾃﾑ 日本ｽﾄﾗｲｶｰ株式会社 064 脊椎固定用材料 (2) 脊椎プレート（Ｓ）  ¥42,100
064 脊椎固定用材料 (5) 脊椎スクリュー（固定型）  ¥87,000

22100BZX01026000 ﾋﾟﾅｸﾙ ﾏﾗｿﾝﾎﾟﾘﾗｲﾅｰ ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ株式会社 057 人工股関節用材料 (1) 骨盤側材料 ③ ライナー  ¥67,400
22100BZY00009000 ﾊﾞｰﾄﾞ ｲﾝﾚｲｵﾌﾟﾃｨﾏ 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
221AABZX00143000 ﾊﾞﾙｰﾝﾎﾞﾀﾝ ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰｾﾄ ｸﾘｴｰﾄﾒﾃﾞｨｯｸ株式会社 037 交換用胃瘻カテーテル (1) 胃留置型 ② バルーン型  ¥8,740
221ACBZX00086000 ｴｯｸｽﾌﾛｰ ｶﾃｰﾃﾙ ｺﾛﾌﾟﾗｽﾄ株式会社 039 膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル (6) 圧迫止血  ¥4,530

株式会社ﾒﾃﾞｨｺﾝ 039 膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル (2) ２管一般(Ⅱ)  ¥699
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

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12月1日

ﾊﾞｰﾃﾞｯｸｽ ｵｰﾙｼﾘｺﾝ 温度ｾﾝｻｰｶﾃｰﾃﾙ221ADBZX00098000

22100BZX01020000

22100BZX01003000

22100BZX00989000
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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)
221ACBZX00087000 ﾊﾟﾗｾﾞｯﾄ12-n 山本貴金属地金株式会社 006 歯科鋳造用金銀パラジウム合金（金12％以上　ＪＩＳ適合品) １ｇ ¥638
221ACBZX00089000 ﾕﾆ1-n 山本貴金属地金株式会社 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

ﾏｲｸﾛﾆｳﾑ ｴｸｽｸﾙｰｼﾌﾞ 山八歯材工業株式会社 025 歯科鋳造用コバルトクロム合金  床用 １ｇ ¥28
020 歯科鋳造用コバルトクロム合金　鉤・バー用 １ｇ ¥27

ﾘﾌｧｲﾝEX 山八歯材工業株式会社 043 義歯床用アクリリック即時硬化樹脂 （粉末） １ｇ ¥28
044 義歯床用アクリリック即時硬化樹脂 （液） １mL ¥19

ﾏｲｸﾛﾆｳﾑ N10 山八歯材工業株式会社 025 歯科鋳造用コバルトクロム合金  床用 １ｇ ¥28
020 歯科鋳造用コバルトクロム合金　鉤・バー用 １ｇ ¥27

ﾍﾞｸｽﾄﾐﾙﾚｼﾞﾝ歯 ﾌｨｰﾄﾞ株式会社 031 レジン歯  前歯用 （ＪＩＳ適合品） ６本１組 ¥269
032 レジン歯  臼歯用 （ＪＩＳ適合品） ８本１組 ¥269

221AFBZX00108000 ｼｰﾙ it 株式会社歯愛ﾒﾃﾞｨｶﾙ 049 歯科充填用材料  Ⅰ １ｇ ¥704
221AFBZX00110000 ｴｽﾌﾛｰ 株式会社歯愛ﾒﾃﾞｨｶﾙ 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12月１日

221AFBZX00059000

221AFBZX00060000

221AFBZX00061000

221AFBZX00087000
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