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特定診療報酬算定医療機器の定義等について   

今般、「医療機器の保険適用等に関する取扱いについて」（平成18年2月15日医改発第  

0215008号及び保発第0215005号。以下「局長通知」という。）が定められたところである  

が、局長通知の1のA2（特定包括）に規定する別に定める特定診療報酬算定医療機器の  

定義等については、下記のとおりとすることとしたので、関係者に対し周知徹底を図られ  

たく通知する。   

なお、従前の「特定診療報酬算定医療機器の定義等について」 （平成16年3月5日保医発  

第0305006号）は、平成18年3月31日限り廃止する。  

記  

1 特定診療報酬算定医療機器の定義について  

（り 局長通知の1のA2（特定包括）に規定する別に定める特定診療報酬算定医療機器  

の区分は、別表の左欄に定めるものとし、その定義は、それぞれ同表の中欄に定める   

類別及び一般的名称並びにその他の条件とする。 ただし、「薬事法及び採血及び供血  

あつせん業取締法の一部を改正する法律」（平成14年法律第96号）第2条による改正   



前に承認されている医療機器については、一般的名称等の定義は異なるが当該医療機   

器の使用目的、効能又は効果等（以下「使用目的等」という。）のうち主たるものに   

係る特定診療報酬算定医療機器の区分に該当するものとする。  

なお、複数の定義に該当する医療機器（類別又は一般的名称は異なるが、その他の   

条件を満たすものを含む。以下「複数該当医療機器」という。）にあっては、当該医   

療機器の使用目的等のうち主たるものに係る特定診療報酬算定医療機器の区分に該当   

するものとする。  

（2）保険適用上の区分がB（個別評価）、Cl（新機能）、C2（新機能・新技術）又   

はFのいずれにも該当しない医療機器のうち、保険診療で使用できるものであって特   

定診療報酬算定医療機器以外のものの保険適用上の区分は、Al（包括）となるもの   

である。  

2 特定診療報酬算定医療機器を用いた場合の診療報酬の算定について  

（1）特定診療報酬算定医療機器を用いて診療行為を行った場合は、次のいずれの要件も   

満たす場合に限り、当該医療機器の特定診療報酬算定医療機器の区分に係る別表の右   

欄に定める対応する診療報酬項目を算定できるものとする。   

① 当該診療行為が、算定する診療報酬項目に係る「診療報酬の算定方法」（平成18  

年厚生労働省告示第92号）及び「診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意  

事項について」 （平成18年3月6日保医発第0306001号）に規定する算定要件を満た  

していること。   

② 当該医療機器が、薬事法（昭和35年法律第145号）において承認又は認証された使  

用目的等に従い用いられていること。  

（2）複数該当医療機器について、 次の事項を保険適用希望書の備考欄に記載して提出し、   

当該備考欄に記載した事項を含め、保険適用上の区分がA2（特定包括）とされた場   

合には、当該備考欄に記載された算定する診療報酬項目の算定については、2の（1）に   

準じて取り扱うものとする。   

① 複数該当医療機器に該当する旨   

② 当該医療機器の従たる使用目的等（主たる使用目的等以外の使用目的等をい  

う。）に係る特定診療報酬算定医療機器の区分   

③ 算定する主な診療報酬項目  

3 特定診療報酬算定医療機器の区分及び算定する診療報酬項目に疑義が生じた場合の取  

扱について  

薬事法の規定に基づく承認又は認証を受けた医療機器について、該当する特定診療   

報酬算定医療機器の区分及び当該医療機器を用いた場合に算定することが可能と考えら   

れる診療報酬算定項目について疑義が生じた場合には、その都度当職に照会されたい。  
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Ⅰ 医科点数表関係   

在 宅 医 療  

（別表）  

特定診療報酬算定医 器の区分   定   義  

薬事法承認上の位置付け  その他の条件】  対応する診療報酬項目  

類 別   一般的名称   

注入ポンプ（Ⅰ〉   舶器具（74）医薬品注入器 
丈露誌毒害芸の皮下持続注C15－     注入器加算   

リン用 

インスリン用  
注入ポンプ（Ⅱ） 轡（74）医薬品注入器  ・ 

なもの  

注入ポンプ（Ⅲ） 
詣孟■圭羞芙妄言讐轡    L C152  間歌注入 

結腸郷紺ンプ  

汎用輸液ポンプ  

≦桝器具（74）医薬品注入器 ∃   ”      ／流量（注入速度）及び予定量ト 加圧式医薬品注入器1の設定が可能なもの   C161  注入ポンプ加算  H  

21  
【 臣  

注射筒輸液ポンプ  
⊇  
【 マルチチャンネル輸液ポ  

u ＝ ”   

自動腹膜濯流装置   機械器具（7）内臓榛能代用器   自動腹膜脚装置 靡警雪雲冨蓋碧雲男動的に   C155  自払渡膜濯流装置加算   

腹膜透析施行時に使用し、紫  
腹膜藩流用紫外線殺菌器  捜械器具（7）内俵捜能代用器  腹膜濯流用紫外線照射器    外線照射による殺菌を行うこ  

とが可能なもの   

【  

接合装置  腹膜濯朗熱殺菌器舶器具（7）内腑代用器  腹膜濯流回路用加熱鍋讐警雷雲冨票：豊ラ警   
廃合を行うことができるもの  

酸素供給装置（Ⅰ）   機械器具（6）呼吸補助券   酸素濃縮装置  酸素濃縮装置であるもの  C158  酸素濃縮装置加算  

能動型機器接続用酸素濃  
縮器  

酸素供給業置（Ⅱ）  牒蘭儒具（6）呼吸補助器  
20～50リットルの内容積の設  

液体酸素気化式供給装置   置型液化酸素装置であるもの  C159  ー液等酸語霊宝莞鮨装置  

液体酸素気化式供給装置  
セット   

酸素供給装置（Ⅲ）   

n       機種器具（6）呼吸補助器  
液服景気化式供給装置謎議長誓詣諾深漂帯 摩讐警乗気化式供給装置⊆   c159と飢酸素装置加算 ∩2鰍鰍算   

業剤などを持続的に注入する  
棲械器具（74）医薬品注入器   加圧式医薬品注入器   

プであるもの  

患者管理無痛法用輸液ポ  
携帯型注入ポンプ  

在宅人工呼吸器（Ⅰ）i機舶具く6）呼吸補助器  

人工呼吸器加算  
ガス式肺人＝蘇生器  

圧呼吸（CPAP）療法治療   
器は含まない○  

新生児・小児用人工呼吸  C164  
器   2人工呼吸器  

】  高頻度人工呼吸器  「  

i呼気肺人工蘇生器  

廃使用可能な手動式肺人   
1  i  1   

∃  
1 H  室工蘇生器  

u  

H J 1 1  
1   
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」  
戸可搬聖人工呼吸器  

家庭治療用人工呼吸器   

‖   

成人用人工呼吸器  

汎用人工呼吸器  

在宅人工呼吸器（Ⅱ）  機械器具（6）呼吸補助器   陰圧人工呼吸器   陰圧武人工呼吸器であるもの  C164  人工呼吸器加算 3陰圧武人工呼吸器   

鼻マスクを介した持続的陽圧  
在宅人工呼吸器（Ⅲ）  椴械器具（6）呼吸補助器   持続的気道腸圧ユニット  

を行うことが可能なもの   

持続的自動気道暢圧ユ  
ニット  

体内埋込型受信器に電気信号  
脳深部刺激・脊髄刺激装 器  根城器具（12）理学診療用器具  除痛用電気刺激装置   を送ることが可能な送信器で  直送信  あるもの   

特定診療報酬算定医療機  
器の区分   定   義  

薬事法承認上の位置付け  その他の条件  対応する診療報酬項目  

類 別   一般的名称   

呼吸流量計   機械器具（21）内臓機能検査用器具  呼吸荒立計  肺気旦分国測定が可能なもの  D200i  スパイログラフイ一等検査 1肺気宜分画測定   

ピークフロース′くイロ  
メータ  

電子スパイロメータ  捜械器具（21）内請機能検査用器具  

電子式診断用スパイロ  
メータ  D201  換気力学的検査   

長時間呼吸肺機能データ  
レコーダ  

呼吸流量図データレコー  
ダ  

成人用肺機能分析装置  

呼吸機能測定装置  

長期モニタリングスパイ  
ロメ一夕  

小児用肺機能分析装置  

肺運動負荷モニタリング  
システム  

呼吸循環検査装置   

呼気ガス分析装置  機械器具（21）内膳機能検査用器具   水蒸気ガス分析装置  4呼気ガス分析  

窒素ガス分析装置  

炭酸ガス分析装置  

一酸化炭素ガス分析装置  

水素ガス分析装置  

一酸化窒素ガス分析装置  

ニ酸化窒素ガス分析装置  

炭酸ガス炭素同位体比分  
析装置  

マルチガスモニタ  

呼気ガスディテクタ   【  

呼吸抵抗計   具（2り内藤雛検査用器具   呼吸抵抗計  呼吸抵抗測定力   D201  換気力学的検査 1呼吸抵抗測定   

基礎代謝測定装置  細臭（21）内膜鮒検査相異   基礎代謝測定装置   基礎代謝測定が可能なもの D204   基礎代謝測定  

し 

“ 心馴テーテル検査装置≧相島（21）内錮能検査用器具桓緋瑚検査装    u  喜D206肺－テル法による諸検査   
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巨   
む胞カテーテル付検査装 置  

！  

巨中心循環系アンギオ検  
査装置   

体液量等測定装置（Ⅰ）1  機械器具（21）内巌機能検査用器具          n  熱希釈心拍出鼻計   熟希釈法により心拍出畳測定】 が可能なもの   Ⅳ D207  n  体液量等測定 3心拍出量測定  

パルスカンター心拍出量  
計  

量等測定  

体液量等測定装置（Ⅱ）         n 機械器具（21）内膜棲能検査用器具  色素希釈心拍出鼻計  色素希釈法により循環血流量 測定が可能なもの  D207   循環血流量測定・（色素希釈法によるも の）   

体液皇等測定装置（Ⅲ〉【  洩械器具（21）内膳機能検査用器具  インピーダンス心拍出畳 計  インピーダンス法により心拍 出量測定が可能なもの   p D2071  酌  体液皇等測定 3心拍出量測定  

体液量等測定装置（Ⅳ） 

山 岳   

血流量測定が可能なもの   D207  
2血流量測定   

】   計  

H   

心電計（Ⅰ）   機械器具（21）内患機能検査用器具  汎用心電計  心電図検査が可能なもの（6 誘導以上12誘導未満〉   H D208i    心電国検査 5その 

H   他（6誘導以上）  

多機能心電計  D209  負荷心電図検査  
2その他（6誘導以上）   

超音波診断装置付心電計  

運動負荷試験用コン  
ビュータ  

心綴運動負荷モニタリン  
グシステム  

心電図検査  

心電計（Ⅱ）   捜械器具（21）内陸権能検査用器具  汎用心電計  心電図検査が可能なもの（1   
2≡秀導以上）  12誘導  

5その他（6誘導以上）  

∃  

多機能心電計  D209   
12誘導  

2その他（6誘導以上〉  

超音波診断装置付心電計  、サイク  
D2－1ノ空足三空音  

運動負荷試験用コン  
ビュータ  

ベクトル心電計   横械器具（21）内膳機能検査用器具  ベクトル心電計  ベクトル心電計測定が可能な  D208  心電図検査 ベ 
もの  2クトル心電図   

虚血モニタリングシステ  
ムモジュール  

体表ヒス束心電計   機械器具（21）内蘇機能検査用器具  ヒス束検出器   体表面微小心電図計測が可能   D208  心電図検査  
なもの  2体表ヒス束心電図   

可能なもの   パリストカルジオグラフ  機械器具（21）内陸機能検査用器具  心弾勤回心拍出立計  心弾勤、弾動心拍出塁測定が   D208  心電図検査 4／くリストカルジオグラフ   

ホルタ心電計   機械器具（21）内陸機能検査用器具  長時間心電用データレ コーダ  

長時間心電記録モジュー  
ル  

心電・血圧ホルタ記録器   

を満たすもの  
1）心電図を連続して解析す  
ることが可能であり、異常波  

n    弓発作閥勤記録装置弓   

リアルタイム解析型心電 図記録計  棲械器具（21）内障機能検査用器具 H  

u  

描出が可能であるもの  

超音波検査装置（Ⅰ）  棲械器具（12）理学診療用器具  汎用超音波画像診断装置  生体内部（組織や膜器）の画㌢D215 牒   定検査 Aモード法    循環器用超音波画像診断      皮検査    装置 弓移動型超音波画像診断装 渾      断層撮影法      u 1D215  超音波検査  3UCG   
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房用超音波画像診断装 
D215∃超亨波慧書内超音波法  

膀胱用超音波画像診断装5   
置  

D216－2  残尿測定検査  

D  内視鏡検査  
通則1超音波内視鏡検査実施加算   

生体内部（組織や線器）の画  
超音波検査装置（Ⅱ）  機械器具（12）理学診療用器具     汎用超音波画像診断装置像描出が可能であり．ドプラ   法が可能なもの  

循環器用超音波画像診断  D215  超音波検査  
装置  2 断層撮影法  

移動型超音波画像診断装  D215  超音波検査 3UC 
置  G  

乳房用超音波画像診断装  D215  超音波検査 4プ 
置  ドラ法  

膀胱用超音波画像診断装  D215  超音波検査  
置  5血管内超音波法  

D216－2  残尿測定検査  

D  内視鏡検査  
通則1超音波内視鏡検査実施加算   

超音波検査装置（Ⅲ）  機械器具（12）理学診療用器具  超音波頚部用画像診断裳 置  Aモード法が可能なもの  D215  超音波検査 1Aモード法   

超音波検査装置（Ⅳ）  機械器具（12）理学診療用器具  循環器用超音波画像診断  血管内腔の断層像を描出する  DZ15  超音波検査      ことが能なもの   5 血管 
装置   可  内超音波法   

超音波検査装置（Ⅴ）  機械器具（12）理学診療用器具  膀胱用超音波画像診断装 置  残尿測定検査が可能なもの  D2－6－2璽残尿測定検査   

超音波血流計   機械等具 く21）内陸機能検査用器具  超音波血流計  超音波ドプラ法により血流速   DZ15  超音波検査 4プ 
を計測するもの  ドラ法   

超音波ドプラ血流測定装  
置  

X繊骨密度測定装置  機械器具（9）医療用エックス線装置  単一エネルギー骨X線吸  DEXA法（dualEnergyx－R8y  D217  骨塩定量検査   
（王）   及び医療用エックス線装置用エックス  Ab＄OrPtiometry）、単一光子吸  2 MD法、SEXA法等   

線管   収法（SPA：SinglePhotDn  
Åb＄OrPtiometry）、ニ重光子吸  
収法（DPA：Dua暮Photon  
Åb50rPtiometry）、HD法  
（綱icrod即雨tometryによる骨  
塩定量法）ヾDけ法（Digita‡  
lmageProce＄＄ing）、SEXA法  
（＄ingleEnergyx－R叩  
＾bsorptiometry）、単色X線光  
子を利用した骨塩定量装層に  
よる測定及びpQCT（peripherat  
Ouantitative Computed 
To汀10graPhy）による測定が可能  
なもの  

単一エネルギー骨X線吸  
収測定一体型装置  

二重エネルギー骨X縁取  
収測定装置  

二重エネルギー骨X線吸  
収測定一体型装置  

骨塩定量検査  

（Ⅱ）   及び医療用エックス線装置用エックス   二エル X緯骨密度測定装置   捜械器具（9）医療用エックス線装置   
線管   影が可能なもの   

二重エネルギー骨X線吸  

超音波骨密度測定装置  機械器具（12）理学診療用器具  超音波骨密度測定装置  骨密度の測定が可能なもの  D217  骨塩定量検竜 3超音波 法   

胎児の心拍数変動及び子宮収  
分娩監視装置   機械器具（21）内陸機能検査用器具    分娩監視装置  縮の状態を連続的に記録する   

ことが可能なもの  

子宮収縮モニタ  D219  ノンストレステスト   

胎児心巌モニタ  

呼吸心拍監視、新生児心拍一呼吸監視装置、力  
モニタ   棲械器具（21）内膳機能検査用器具  熟希釈心拍出畳計  生体現象の監視が可能なもの  D220  

i  

タ⊃スコ‾プ  

′くルスオキシ・カブノ メータ  D222⊇経皮的血液ガス分圧測定・血液ガス連続測定  

／くルスオキシメータ組合  D223  経皮的動脈血酸素飽和度測定  
せ生体現象監視用程器  経皮血中ガス分析装置・  
カブノメータ  D224  終末呼気炭酸ガス濃度測定  

テレメトリー式心電計  】D225   観血的動脈圧測定   
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り‾式鯛信号  

と  

【  
1多項目モニタ  

】   ≧D230［餌棚動脈圧測定  

H  

心電モジュ‾ル  

芸≡≡…喜…反応刺 E  

ジュール  

テレ神式心電受信  弓   

信  

二酸化炭素モジュ‾ル  

多機能モジュール   
と          】  

可搬型多項目モニタ  

マルチガスモジュール  

テレメトリー式心電受信  
モジュール  

テレメトリー式データ送  
信機  

トコトランスデューサ  

患者モニタシステム  

セントラルモニタ  

解析機能付きセントラル  
モニタ  

マルチガスモニタ  

経皮血中ガス分析装置・  
経皮血中ガス分圧モニタ  機械器具（21）内屍機能検査用器具   ′くルスオキシメータ組合！ せ生体現象監視用栂器  

経皮血中ガス分析装置  

経皮血液ガスモジュール  

皮下血中ガス分析装置   
】   

／くルスオキシメータ  ⊆掴器具（21）内膜稔能検査用器具  パルスオキシメータ  悪霊笠警警霊鮒度測定  D223  経皮的動脈血酸素飽和度測定  

パルスオキシ・カブノ  
メータ   

経皮血中ガス分析装置・   
／くルスオキシメータ組合  

せ生体現象監視用機器  

脳オキシメータ  

、－  【ソユール  

】  

リー式／くルスオ   

‖   ヨテレメト  1キシメータ送信機  

信ヒ雲上岩講義ルスオ  

電子観血血圧計  廃語雲量（18）血圧検査又は脈波検恒心一抹消静脈血圧モニ僅≡慧≡誓≡誓墓誌三笠孟≒D225§餌的動脈圧測定  
u  

輌器具（21）内債稔能検査用器具摩血血圧モニタ ‖  D226L中心静脈圧測定  
弓  

u  鹿血血圧モジュール   

】 jD230】観血的肺動脈圧測定   
非観血連続血圧計機械器具（21）内接機能検査用器具        非観血血圧モニタ  嘉曇羞重要芸旨孟呈話語とD225－2非凱的達拙則定  

」 】   
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非観血血圧モジュール  

頭蓋内圧計   権械器具（21）内庭機能検査用器具  頭蓋内圧計  讐崇霊を測定する！D22了   頭蓋内圧持続測定   

頭蓋内圧モニタ  

頭蓋内圧モジュール   

血糖値を測定し、その結果に  
人工膵隋   機械器具（7）内腋機能代用器   人工膵陸  基づきインスリンを自動的に  

注入することが可能なもの   

脳波計   機械器具（21）内膜機能検査用器具  脳波計  脳波の導出及び記録が可能な   D235  脳波検査   
もの  

胎児脳波モニタ  

長時間脳波用データレ 
コーダ  

脳波モニタ  

テレメトリー式脳波計  

テレメトリー式脳波送信  
捜  

テレメトリー式脳波受信  
捜  

長時間脳波解析装置  

脳波モジュール  

麻酔深度モニタ  

脳誘発電位検査  

誘発反応測定装置   機械器具（21）内蔽機能検査用器具  誘発反応測定装置  感覚器刺激により生じる誘発   D236   2視覚誘発電位  電位の記録が可能なもの  3聴性誘発反応検査、脳波聴力検査、脳幹  
反応聴力検査、中間潜時反応聴力検査  

聴覚誘発反応測定装置  

捜械器具（23）聴力検査用器具  他覚式聴力検査装置  

耳音響放射測定捜能付聴  
覚誘発反応測定装置   

視覚誘発電位検査装眉  枝堀器具（21）内腐機能検査用器具  視覚誘発反応刺激装置  視覚誘発電位検査が可能なも の  D236  隅誘発電位検査 2視覚誘発 電位   

光トポグラフイー   捜械器具（17）血液検査用器具  機能検査オキシメータ  脳の代謝及び循環状態の検査 が可能なもの  D236－2  光トポグラフイー   

脳撞計   機械器具（21）内膜機能検査用器具  脳磁計   脳から発生する神経磁場の がの  D236－3  神経磁気診断   
測定可能なも  

唾娠中の呼吸状態（鼻呼吸セ  

終夜睡眠診断装置（Ⅰ）  機械器具（21）内陸様態検査用器具  睡眠評価装置  ンサー又は気道音センサーに  終夜睡眠ポリグラフイー  
よるもの）及び経皮的動脈血  
酸素飽和度測定が可能なもの   

診断用気道陽圧ユニット  

下記すべての項目を睡眠時に  
測定することが可能なもの  
1脳波ヾ眼球運動及びおと  
がい筋筋電図  
2鼻又は口における気流の  

終夜睡眠診断装置（Ⅱ）  機械器具（之1）内藤稜能検査用器具  睡眠評価装置  検知  D237  

3胸壁及び腹壁の換気運動  21以外の場合   

記録  
4／〈ルスオキシメーターに  

よる動脈血酸素飽和度連続測  
定  

筋電計（Ⅰ）   機械器具（21）内線機能検査用器具  

筋電計モジュール  

テレメトリー式筋電計  

テレメトリー式筋電送信  
稜   

霊票表具4）知覚検査又は運動棲   

t  

筋電図検査 1筋電図  

筋電計（Ⅱ）   機械器具（24）知覚検査又は運動機 能検査用器具  筋電計   筋電図検査及び誘発筋電図検jD239  
査が可能なもの  2誘発筋電図  

3中枢神経磁気刺激による誘発筋電図   

鼻腔通気度計   綾織器具（之1）内膜機能検査用器具  鼻腔抵抗計測装置   鼻腔通気度検査が可能なもの  D245  鼻腔通気度検査   

インピーダンスオージオ  
メータ（Ⅰ〉   唇具（23）聴力検査用器具  インピーダンスオージオ  鼓膜音響インピーダンス検査  D247  他覚的聴力検査又は行動観察による聴力検査    メータ  書が可能なもの u   】1素腹音響インピーダンス検査   
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純音聴力検査及び語  
比 m    覚検査権能付インピ  

r    ンスオージオメータ  

ー   インピーダンスオージオ≡ メータ（Ⅱ）   チンパノメトリー  

Ⅸ  
1  【  

u   

ンスオ 
F   

耳小骨筋反射検査  

言  

】   
覚検査模範付インピーダ  
ンスオージオメータ   岳   

L   

覚誘発反応測定装置  耳音響放射測定機能付聴  耳音響放射装置  耳音響放射検査（SOAE、  u D247喜他警的誓書芸憲嘉‘ミ冨聖賢逼塞る壷力検査 n   篭  
1  

酢ラ（I と  J   眼底カメラ  眼底撮影が可能なもの ‖ l  

眼撮影装置   【  

眼底カメラ撮影  
眼底カメラ（エ）  輌器具（22，検眼用器具  眼底カメラ  蛍光眼底撮影が可能なもの  D 256   1通常の方法の場合  

2蛍光眼底法の場合   

眼撮影装置  

網膜電位測定装置 機械器具（21）欄橙能検査用器具  網膜電位計   

機械器具（24）知覚検査又は運動機 用  眼電位計   
能検査器具  

調節検査装置   】  機械器具（22）検眼用器具  近点距離計   

網膜電位図測定が可能なもの   D258  電位囲（ERG）        i  

調節の測定が可能なもの  D 262  調節検査   

眼圧計   橙械器具（21）内院機能検査用器具  眼圧計  眼圧測定が可能なもの   【D264精密眼圧測定   

単回使用圧平眼圧計用プ  
リズム  

角膜曲率半径計測装置  機械器具（22）検眼用器具   角膜曲率計  

レプラクト■ケラトメー  
タ  

自覚屈折測定機能付レフ  
ラクト・ケラトメータ  

角膜曲率半径測定が可能なも の  D265  角膜曲率半径計測   

眼軸長計測稜能付レプラ  
クトーケラトメータ  

レプラクト・ケラトトノ  
メータ  

角膜形状解析装置   機械器異（22）検眼用器具  角膜トポグラフイーシス  テム  角膜形状解析が可能なもの  D265解析検査   

瞳孔計機能付き角膜トポ  
グラフイーシステム  

光覚検査装置   捜械器具（22）検眼用器具   明暗順応計   光覚検査（暗順応検査など） が可能なもの  D266  光覚検査   

アノマロスコープであるもの  色覚検査  
色覚検査装置（Ⅰ）22）検眼用器具  アノマロスコ－プ  又は色相配列に基づく色覚異  

常の検査が可能なもの   行った場合   

色覚検査機器  

色覚検査（ランタンテスト又  

色覚検査装置（Ⅱ）  棲械器具（22〉検眼用器具   岳色覚検査横器  
は定量的色盲検査〉が可能な もの  D267  色覚検査 21以外の場合   

マドックスであるもの、コー   

日長筋機能精密検査装置  l斜視計  ジオメーターであるもの、正  D268  

近点検査が可能なもの  

眼筋計  

眼位計  ら  

眼球突出度測定装置  塵械器具（22）検眼用器具   眼球突出計   眼球突出度測定が可能なもの n  川 沌269弓眼球突出度測定 u   

角瞑知覚計   】穏械器具（22）検眼用器具   角膜知那†   
角膜知覚検査が可能なもの  D 271  角膜知覚計検査   

i  

伺眼視権能検査（立体視、融  ⊆両眼視機能精密検査、立絹枝査（三拝法、ス  
両眼視援能検査装置  H 機船具（22）検眼用器具  

≡シノブトフォア 1  
L  

≡両眼視機能検査装置   
甲ま同時損など’が可能な n ‖   量D272竜芸㌣禁吉子王墓；妄畠孟子こよ警警対応検査（残債 ＝   

網膜中心血管圧測定装置廟鰻具（18）血圧検査又は脈波検 （王）  と重用器具   眼底血圧計   ーであるもの   
フタルモ・ダイナモメー   D276≦網膜中心血管圧測定 「小〉11簡単なもの   
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網膜中心血管圧測定装置   機械器具（18）血圧検査又は脈波検   眼底血圧計  
（Ⅱ）  重用器具  

角膜内皮細胞検査装置  機械器具（22）検服用器具   眼撮影装置  角膜内皮細胞を撮影することl が可能なもの  D279  角膜内皮細胞範微鎮検査   

レーザ前房蛋白細胞数検   機械器具（22〉検眼用器具   眼撮影装置   レーザーを用い前房内の蛋白  
査装置  質・細胞数測定が可能なもの  D280  ザー前房蛋白細胞数検査   

電子瞳孔計   椴械器具（22）検眼用器具   記紺  電子瞳孔計であるもの   D281  瞳孔機能検査（電子瞳孔計使用）   

瞳孔計  

中心フリッカー値測定装   捜械器具（22）検眼用器具   中心フリツカ憶測定装置  中心フリッカー値が測定でき の  D282  中′レフリツカー試験   
置  るも  

PL（PreferentiaILooking）  
PL法検査装置   機械器具（22）検眼用器具   投影式視力検査装置   法を基にした視力検査が可能  

なもの   

RI動態機能検査装置  機械器具（10〉放射性物質診療用器 l具  RI動態機能検査装置  体内のアイソトープ動態を検 出することが可能なもの  D293  シンチグラム（画像を伴わないもの）   

内視鏡   機械器具（25）医療用鏡  硬性肛門鎮  下記いずれかの観察が可能な  
もの  

内視鏡を用いて行う検査、処置又は手術  

硬性胃内視鏡  ・体内管腔  
（消化管・気管支など）  

・体腔  
硬性腹腔鏡  （腹腔・胸腔・関節陛な  

ど）  

喉頭ストロボスコープ  （皮下腔・織隔腔など）  

軟性S字結腸鏡  

硬性S字結腸鏑  

硬性気管支鏡  

梗性喉頭鏡  

優性腎孟鏑  

肛門括約筋鏡  

夜性膀胱兢  

梗性ウレスロトーム  

ビデオ軟性気管支兢  

ビデオ軟性眉内視鏡  

ビデオ軟性S字結腸蹟  

ビデオ軟性膀胱尿道鏡  

腹腔鏡キット  

腎孟疏検査キット  

軟性膵管鏡  

経睦硬性羊水鏡  

軟性血管鏡  

経腹硬性羊水鏡  

軟性動脈鏡  

硬性関節儲  

軟性胆道銃  

軟性大腸鏡  

硬性クルドスコープ  

硬性直達錬  

軟性十二指腸窺  

軟性胃十二指腸鏡  

軟性胃内視鏡  

硬性縦隔鏡  

硬性脊髄続  

軟性鼻咽頭鏡  

硬性鼻咽頭鏡  

硬性骨盤鏡  

硬性直腸鏡  

硬性レゼクトスコープ  

硬性鼻腔錬  

硬性胸腔鏡  

硬性尿道鏡  

軟性気管支鏡  

ビデオ軟性喉頭鏡  【   

軟性腎孟鏡  

硬性手術用ランバース  
コープ  

硬性腰椎鏡  

内視鏡ビデオ画像システ  
】 1  
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∫軟性膀胱鏡  

ビデオ軟性十二指腸鏡  

ビデオ軟性大腸鏡  

ビデオ軟性腹腔鏡  

二∴∴二l  

ヨビデオ軟性胆道鏡  

徳性子宮鏡  

軟性食道童  

軟性挨胱尿道鏡  

硬性鼻咽喉鏡 軟性胸腔鏡  

軟性尿管鏡  

軟性喉頭鏡  

硬性上顎洞鏡  

硬性膀胱尿道鏡  

擾性食道鏡  

硬性尿管鏡  

軟性挿管用喉頭鏡  

硬性挿管用喉頭鏡  

硬性咽頭鏡  

軟性咽頭鏡  

擾性鼓膜嶺  

硬性神経内視鏡  

硬性アデノスコープ  

超音波軟性胃十二指腸鏡  

超音波硬性腹腔鏡  

内視鏑用テレスコープ  

軟性尿管腎孟鏡  

硬性尿管腎孟鏡  

軟性子宮疏  

梗性副鼻腔鏡  

軟性神経内視鏡  

手術用直腸鏡  

筋旗下切除術用内視鏡  

超音波軟性十二指腸鏡  

ビデオ軟性腎孟鏡  

ビデオ軟性食道銃  

ビデオ軟性尿管銃  

ビデオ軟性咽頭鏡  

ビデオ軟性尿管腎孟鏡  

ビデオ軟性胃十二指腸鋳  

超音波軟性大腸鏡  

ビデオ硬性腹腔鏡  

軟性脊髄兢  

軟性腹腔鏡  

軟性口腔鏑  

軟性腰椎鏡  

軟性上顎渦紋  

軟性涙道鏡  

軟性乳管領  

軟性形成外科用内視鏡  

軟性脊椎窺  

軟性耳内視鏡  

軟性卵管鏡  

軟性関節鏡  

軟性縦隔鏡  

軟性尿道鏡  

軟性鼻腔鏡  

軟性副鼻腔鏡  

軟性鼻咽喉鏡  

一二三二て：：∴－∴  
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ビデオ軟性口腔鏡  

ビデオ軟性漂稚鏡  

ビデオ軟性上顎洞鏡  

ビデオ軟性涙道鏡  

ビデオ軟性乳管鏡  

ビデオ軟性形成外科用内  
視鏡  

ビデオ軟性脊椎洩  

ビデオ軟性耳内視鏡  

ビデオ軟性卵管鏡  

ビデオ軟性関節兢  

ビデオ軟性縦隔餞  

ビデオ軟性尿道鏡  

ビデオ軟性鼻咽喉鏡  

ビデオ軟性鼻腔鏡  

ビデオ軟性副鼻腔儀  

ビデオ軟性胸腔鏑  

ビデオ軟性血管鏡  

ビデオ軟性子宮銃  

ビデオ軟性神経内視鏡  

ビデオ軟性膵管鏡  

ビデオ軟性動脈譲  

ビデオ軟性鼻喧頭領  

ビデオ軟性膀胱鏡  

ビデオ軟性クルドスコー  
プ  

卓回使用硬性神経内視鏡  

硬性涙道鏡  

硬性乳管鏡  

硬性形成外科用内視鏡  

硬性脊椎鎮  

硬性耳内視鏡  

梗性卵管譲  

硬性口腔銃  

眼科用内視鏡  

隠者波軟性腹腔鏡  

超音波軟性気管支錬  

超音波内視鏡観測システ  
ム  

画 像 診 断  

特定診療報酬算雇医療梯  
器の区分   

定   義   

薬事法承認上の位置付け  その他の条件  対応する診療報酬項目  

類 別  一般的名称   

三三空至讐警要解 
診断用X強襲置   ン語警芸孟宗嘉蒜重富x線撮影が可能粟島の  EOO2 撮影  

繰管  
移動型アナログ式循環器  
用X縁遠視革新装置  

移動型デジタル式泌尿     器・人用X練達視診  

婦科  
新装置  
据置型アナログ式循環器  
用X縁遠領診断装置  

措置型アナログ式汎用X  
縁遠視診断装置  

据置型アナログ式汎用－  
体型X緩速視診断装置  

移動型アナログ式汎用X  
練達視診断装置  

移動型アナログ式汎用－  
体型X線透視診断装置  
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2  

据置型アナログ式乳房用  

弓   

タル式汎  

据置型デジタル式汎用×  L   

体型X線診断装置  

診断用直線X線断層撮影   
装置   

ポータブルデジタル式汎   
用×線透視診断装置   

ポータブルデジタル式汎   
用一体型X練達視診新装   
置   

【   

据置型デジタル式乳房用   
X線診断装置   

ル式乳房用  ∃   

ポータブルデジタル式乳   
房用X繰診断装置   

据置型デジタル式汎用X  
縁遠視診新装置  

据置型デジタル式汎用－  
体型X綿透視診断装置  

気随造影用X線診断装置  

乳房撮影組合せ型X線診  
断装置  

X綾CT組合せ聖徳環器  
X線診断装置  

シンチレーションカメラ  機械器具（10）放射性物質診療用羊核医学診断用据置型ガン 体内のアイソトープ分布を検  ElOOシンチグラム（画鮎伴うもの）   具                マカメラ        出することが可能なもの  

核医学診断用移動型ガン  
マカメラ   

エミッションCT装置   望械器具（10）放射性物質診療用器望警苦警警苧芸豊器回転雷誓？蒜忘忘妄言言筈警≡鋸柑，臣忘表芸ルホトンエミッションコンピューター断         可能なもの   

ポジトロンCT組合せ型   

≦  spECT装置   
r  

ポジトロンCT装置  庭礪具（10）相性物質診療用器核医学診断用ポジトロン度誓？忘忘蒜妄詔雪≡畑－。ト2弓ポジトロン断層撮影 可能なもの  

篭竜   

lFDG合成装置   鴇舶具（10）放射性物質診療閑L放射性医薬品合成設備摩言誤漂認諾射性弓ElOl－2iポ≡ト慧漂、た場合 ≡      ▼－ －仙・拒；暮＿・－ r   
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CT撮影装置   
線管   
機械器具く9）医療用エックス線装置 及び医療用エックス線装置用エックス   全身用X繰CT診断装置  

人体回転型全身用X綬C  
T診断装置  

能なもの   

喜E200  コンピューター断層撮影  部位限定X線CT診断装  

ムX綾CT診断装置  

アーム型X繰CT診断装  
置   

X線CT組合せ型線形加  
遠器システム  

置   

X線CT組合せ型粒子線  
治療システム  

機械器具（10）放射性物質診療用器  X線CT組合せ型ポジト  
具   ロンCT装置  

X線CT組合せ型SPE  
CT装置  

MRl装置   機拝器具（21）内鹿機能検査用器具  超電導磁石式乳房用MR装 置  

常電導磁石式乳房用脈装  
置  

永久磁石式頭部・四肢用  
脈装置  

永久磁石式全身用腔装置  

常電導磁石式全身用脈装  
置  

超電導磁石式全身用帖装  
置  

常電導磁石式頭部・四肢  
用MR装置  

超電導磁石式頭部・四肢  
用脈装置  

永久磁石式乳房用HR装置  

超電導磁石式循環器用MR  
装置  

常電導磁石式循環器用踊  
装置  

永久磁石式循環器用脈装  
置   

稔械器具（9）医療用エックス線装置 及び医療用エックス線装置用エックス  

デジタル映像化処置装置      ⊃ン 第1節 エックス線診断料  

綬菅   
Xのル  E  通則4 デジタル映像化処理加算  

電子管出力読取武子ジタ  
ルラジオグラフ  

X繰平面検出器出力読取  
武子ジタルラジオグラフ   

薬事法承認上の位置付け  その他の条件  対応する診療報酬項目  

類 別   一般的名称   

精密持続点滴装置   棚具（74’医薬品注入器  30mL／h以下の速度で薬剤等を 加圧式医薬品注入器ことがの  注入する可能なも  通則4精密持続点滴注射加算   

汎用輸液ポンプ  

注射筒輸液ポンプ  

マルチチャンネル輸液ポ  
ンプ  
患者管理無痛法用輸液ポ  
ンプ  
注射筒輸液ポンプコント  
ロールユニット  

特定診療報酬算定医  
器の区分   定   養   

薬事法承認上の位置付け  その他の条件  対応する診療報酬項目  

岳  類 別  ⊆  一般的名称   

持続的胸腔ドレナージ  32’医療用吸引器 

弓胸腔吸引器 
宗讐差宝玉‾ジ‘吸  JOO2レン法  

JO19  持続的胸腔ドレナージ   
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∬▼00‾冊‾‾】‾】  
鰍器 輌器具（6’呼吸補助器  酸素吸入が可能なものJO2鰍   

≡≡≡；：‡∴タ 

セ 
弓ット  】  

高気圧酸素治療  

靂声療装置∃榛械器具（6）呼吸補助器  2 
ト                    皇高圧酸素患者治療装置≡高気圧酸素治療が可能なものト       1救急的なもの 】イ非違会宗吾諾素治療 “   

高気圧酸素治療  

雪酸素治療装置機械器具（6）呼吸補助  H 高圧酸素患者治療装置1高気圧綽治療が可能なものJO2了       1救急的なもの ロ多人数用高圧酸素治療 ㌔2非敗急的なもの   
責痘光線治療器  輌器具（12）鮮診療用器具   n 鮎児貴痘光線治療器観望喜痘に対する治療が可∃JO43        “    新生児高ビリルビン血症に対する光線療法   

人工呼吸器  ゝ霊びに麻酔器用   璧酔システム用人工呼吸ェ呼吸が可能なもの 
石冒  

棚具（6）呼吸補助器 

呼吸 

1JO45     人工呼吸  

弓  
高離人工呼吸器 

L  

呼気肺人工蘇生器  

再使用可能な手動式肺人  

人工呼吸  

川 u ∃  

【   

人工蘇  
生器  

単匝使用手動式肺人工蘇  

≧  

生器   

可搬聖人工呼吸器   

持続的気道陪圧ユニット  

i  

ト   

∈  

自動気道陽圧ユ  

成人用人工呼吸器  ∋  

汎用人工呼吸器  

心マッサージ器   と桂城器具（12）理学診療用器具    電動式心肺人工蘇生器  非開胸的心臓マッサージが可JO46 能なもの   非関胸的心マッサージ  l  

手動式心購ポンプ  

機械式心肺人工蘇生器   

除細勤器   榛械器具（12凋学診療用器具  芸誓言吾竺㌫言霊岩も慧細巨047  

弓  
一時的使用ペーシング機  
能付除細勤器  
非医療従事者向け自動除  
細勤器  

半自動除細動器  

皮膚レーザー照射装置 （Ⅰ）  稜械器具（31）医療用焼灼器  恒素レーザ  

‾ザ‾照射療法が可能 皮膚レーザー照射療法  
054－2    l色素レーザー照射療法   

スイッチ付ルビーレーザー【  
射療法又はルビー」／－ザー竪JO5叫皮雪レ言芸才讐雪琵琶 

誓レ珊装置桝器具（31）医療酬…  射療法が可能なもの r  ＿ザ＿照射療法  

スイッチ付アレキサンドラ 主よ‾サ照射療法が可能照4－2弓皮雪レ諾讐聖雷禁 

1  

T「  －ザー鮒療違   一ト   
光線治療器（王） 稔械器具（12）理学診療用器具 廓外線治療器  丁 

もの  弓2器具等による療法   
1  

」  
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光線治療器（Ⅱ）   機械儲具（12）理学診療用器具  H ∃紫外線治療器   E赤外線又は紫外線を用いて皮 膚疾患に対する光線治療を行  

うことが可能なもの   

赤外線治療器  

キセノン光線治療器  

干渉低周波電流を通じ、尿失  
干渉低周波瞑胱等刺激装  捷械器具（12）理学診療用器具  干渉電流型低周波治療器   禁治療を行うことが可能なも  

の   

低周波治療器   機械器具（12）理学診療用器具  低周波治療器  患部筋肉や神経に電気刺激を   Jl19  消炎鎮痛等処置  
与えるもの  2器具等による療法   

干渉電流型低周波治療器  

博さ期間測定低周波治療  
器  

高周波治療器   機械器具（12）理学診療用器具  マイクロ波治療器  患部の加温を行うことが可能   Jl柑  消炎鎮痛等処置  
なもの  2器具等による療法   

超短波治療器  

超音波治療器   機械器具（12〉 理学診療用器具  超音波治療器   患部の加温を行うことが可能   J119  消炎鎮痛等処置  
なもの  2器具等による療法   

レーザ治療器   機械器具（12）理学診療用寮具  ヘリウム・ネオンレーザ  痔痛緩和に用いることが可能  Jl19  消炎鎮痛等処置  
治療器  なもの  2 器具等による療法   

半導体レーザ治療器  

特定診療報酬便定医療櫻  
器の区分   定   義  

薬事法承認上の位置付け  その他の条件  対応する診療報酬項月  

類 別   一般的名称   

骨電気刺激装置   機械器具（12）理学診療用器具  電気骨折治療器   骨折の治癒促進を行うことが もの  KO47  難治性骨折電磁波電気治療法   
可能な  

超音波骨折治療器   機械器具（12）理学診療用器具  超音波骨折治療器   超音波を用いて骨折の治癒促 進を行うことが可能なもの  KO47→2  難治性骨折超音波治療法   

眼科用光凝固装置   機械器具（31）医療用焼灼器  眼科用レーザ光凝固装眉  あるもの   

眼科用レーザ光凝固・パ  
ルスレーザ手術装置   K27l  毛様体光凝固術  

K273  隅角光凝固術  

K276  網膜光凝固術   

装置  眼科用レーザ手術装置  機械器具（31）医療用焼灼器  眼科用パルスレーザ手柄   
眼科用レーザ光凝固・パ  
ルスレーザ手術装置   

超音波白内障手術装置  機械器具（12）理学診療用器具  

機械器具（29）電気手術器   水晶体乳化術白内障摘出  
ユニット   

白内障に対する手術後の無水  
前景レンズ  機械器具（72）視力補正用レンズ  前房レンズ  

晶休眠の視力補正が可能なも の  K282  水晶体再建術 1服内レンズを挿入する場合   

後房レンズ  後房レンズ  

↑パリン使用後房レンズ  へ／くリン使用後房レンズ  

多焦点後房レンズ  多焦点後房レンズ  

挿入器付後房レンズ  挿入器付後房レンズ  

埋込型医薬品注入器  捜繊弱具（74〉 医薬品注入器  皮下用ポート及びカテー  繰り返し薬液投与を行うため  K611  抗悪性腫瘍剤動脈，静脈又は腹腔内持続注入用    テル  
に体内に留置するもの  埋込型カテーテル設置  

長期的使用注入用植込み  
ポ「ト  K618  中心静脈栄養用埋込型カテーテル設置   

炭酸ガスレーザ  レーザーにより組織の凝固又 はがもの  
切開可能な  

ネオジミウム・ヤグレー  
ザ  

エキシマレーザ  

色素レーザ  

ネオジミウム・ヤグ倍周  
波数レーザ  

巨 】 】  

一酸化炭素レーザ  

エルビウム。ヤグレーザ  
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くホルミウム．ヤグレーザ   

レミルスホルミウム・ヤ 
アルゴン・クリプトン   

r  L  r   r  r  

ドミウム  

n 】   

1  H  

レーザー手術装置（Ⅱ）  機械器具（31）医療用焼灼器  pDTエキシマレーザ【   u  

u   

鰍31’医療用鮒器 
レーザー手術装置（Ⅲ）  

【 H H n   

】  弓 【  

u   

グ）が可能なもの 

∃芸差違芸外型服ペース  
⊆  
⊇  

メーカ   】   

マイクロ波手術器   機械器具（29）電気手術器   

n u   

焼酌婦用電気手術ユニツ ト  孟差違忘票誌豊慧讐の止血1   ′E   u  K697－2弓肝悪性題那イウ口演凝固法      K695  u  肝切除術   

より組杜の 
ラジオ波手術器 鰍29）電気手術器  電気手術器  肝温粗隠瘍ラジオ皮焼灼療法   

笠雪苧讐撃波結石破砕装【綱器具（12）理学診療用器具 ㌣式結石破砕装置 ≡    胆石の破砕が可能なもの   

K678  体外衝撃波胆石破砕術  

微小火薬挿入式結石破砕’        装置   

【   

2  

体外式衝撃波結石破砕装機械器具（12）理学診療用器具 置（Ⅱ）    】   鮒式結石破砕装置 ～    H  冨ふ尿管結石の破砕が可能な～K了68喜体外衝撃波腎■尿管結石脚 l  Ⅷ   

体外式衝撃波結石破 置（Ⅲ）  機械器具‘12’理学診療用器具 

破砕  
K768   

恥骨固定式膀胱頚部吊上複櫨器具（30）結集器及び縫合器 術用置   尿失禁挙上針   
装  麿号雪空票讐笠雷管霊上術を     恒夫禁手術 1恥骨 固定式膀胱頸部吊上術を行うもの  

的前立腺高温慶治 】  

喜るもの  
ハ冊ミ  1 円   

分娩用吸引器  桝器具（32’医療用吸引器 

弓吸引娩出に用いられるもの    jK893  ロ ）吸引娩出術 1   

n  

自家輸血装置  器具（7）内施鮒代用器自己血回収装置  備中術後自己血回収術（自己血回収器具による  

庵もの    n  

炉使用自己血瓦収キッ】  】  

超音波手術器   具（12）群療用器具度手術器  超音波により組織の凝固又は 切開が可能なもの    庖音波凝固切開装置加算  
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麻 酔  

その他の条件   対応する診療報酬項目  

類 別   一般的名称   

麻酔器（Ⅰ〉   僧職器具（5）麻酔器並びに麻酔器用 呼及びガス吸収かん  吸入無痛法ユニット  
吸嚢  

し000迷もう麻酔   

歯科用麻酔ガス送入ユ  
ニット  

医用ガス調整器  

混合ガス麻酔器   

麻酔器（Ⅱ）   機械器具（5）麻酔器並びに麻酔器用電気麻酔用刺激装置 呼吸及びガス吸収かん   

嚢   もの   酔   

閉鎖循環式麻酔システム   

麻酔ガス送入ユニット   

酔ガス送入  

麻酔用精密持続注入器  ∃榛披器具（74）医鮎注入器  

患者管理無痛法用輸液ポ  
ンプ  

注射筒輸液ポンプコント  
ローールユニット   

放射線治療  

特定診療報酬算定医療栂  
器の区分   定   詫  

薬事法承認上の位置付け  その他の条件  対応する診療報酬項目  

類 別   一般的名称   

高エネルギーの×線（1MV  

体外照射   

（Ⅰ）  治療用蘭子加速装置  梯械器具（9）医療用エックス線装置 及び医療用エックス線装置用エックス 線菅  非線形加速器システム  

行うことが可能なもの  

線形加速器システム  柑002  全身照射  

X線CT組合せ型線形加  
速器システム  

×綬CT縮合せ聖和子線  
治療システム  

X線又は電子線を用いて放射  
体外照射  

治郎折加速装置 慧讐芸霊長呈㌧賢警昌表芸昌至讐警雲 用）  繰菅   治療用加速器  
が2m汀t以内であるもの   

非線形加速器システム  MOOト3  直線加速器による定位放射線治療  

線形加速器システム  臓002全身照射   

X線CT組合せ型線形加  
速器システム  

X線CT組合せ型粒子線  
治療システム  

とが可能であり、かつ焦点の  治療用定位コ／くルト60  機械器具（－。，放射性物質診療用器等速隔照射武治療用放射性   コ／くルト60密封線源を用い て定位放射線治療を行なうこ  闇00ト2  マナイブによる定位放射線治療  密封検波装置  具  核種システム    精度が0．5mm以内であるもの 定位放射線治療用放射性 核種システム】   
ハイ′叶ミア装置棚具（12用学診療用器具 （Ⅰ）  温熱療法が可能なもの   

アシステム  山 ㍗03 川  

コンビネーション型／＼イ  
パサーミアシステム  
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電波 

（Ⅱ）  ハイパーサーミア装置  芋窪蓋慧≡嘉冨説レツMOO3警蓋警護蓋崖逗霊…詔書霊宝芸   

n  【 r  

腔内照射装置  

′－   
臣  毒  1  讐輯器具（10）品質診療用器l≡…至芸≡雲芸妄言妄セj   度漂妄言三言冒；  【ピー装置 L   霊宝深雪軍票i…04i密警小笠漂諾   n  ∈－ （f   

山  
組織内照射綾瀬  組榔能なもの■ 

…04密警儲漂 

射  

巨 

＝  

置用放射線源  

血液X線照射装置   
血液にX績を照射することが の  ‖005  血脚  

】   

H        機械器具（9）医療用エックス線装置 及び医療用エックス線装置用エックス 線管   l血液照射装置  可能なも  

病原体・不活化減少システ  
ム  

一・′壬9－   



Ⅱ 歯科点数表関係  

特定診療報酬算定医療機  
器の区分  薬事法承認上の位置付け  その他の条件  対応する診療報酬項目  

類 別   一般的名称   

歯科用根管長測定器  磯層儲具（24）知覚検査又は運動機能 検査用器具  歯科用椙管長測定器   電気的抵抗値により根管長の 測が能なもの  DOOO  電気的根管長測定検査   
定可  

下顎運動賂摘記装置  漂望票羞貨4）知諷検査又闇運動鵬芦歯科用下顎運動測定器…重苦喜警完謂芸莞誓書慧    DOO5  下顎運動路描記法（MMG）   
CCDセンサー又はイメージ  

エッス   歯科ク韓撮影デジ  捜権幕具（9）医療用エックス線装置 及び医療用エックス線装置用エックス  

線管   クス線撮影画像を得ることが  イ 歯科エックス線撮影の場合   

可能なもの   
アナログ式日内汎用歯科  
X線診断装置  

アナログ式口外汎用歯科  
X線診断装置  
デジタル式口外汎用歯科  
X線診断装置  

歯科用デジタル式X繰撮  
影センサ  
コンビューテッドラジオ  
グラフ  

CCDセンサー又はイメージ  

ノラマ ジタル映像化処理装置  言詣 歯科パ断層撮影デ   慧雷雲孟ぷ呈㌧雷雲芸妄妄言至讐警要諾霊宝用′くノラ  
線管   ラマ断層撮影画像を得ること  ロ歯科／くノラマ断層撮影の場合   

が可能なもの   
デジタル式歯科パノラマ   
X線診断装置．   
アナログ式歯科用パノラ   

厚ニ…≡≡≡三≡≡ヲ≡   
マ・断層撮影X線診断装   
置   
パノラマ用デジタル式X繰   
センサ   
コンビユーテッドラジオ   
グラフ  

機械器具（9）医療用エックス線装置  歯牙、歯居組縛、顎骨、口腔軟組織  
デンタルX線撮影装置   及び医療用エックス線装置用エックス  

線管   X線診断装置  イ歯科エックス線撮影  
アナログ式口内汎用歯科  
X線診断装置  

アナログ式口外汎用歯科  
X線診断装置  

デジタル式口外汎用歯科  
X繚診断装置   

Ⅸ パノラマ断層撮影装置  機械器具（9）医療用エックス線装置 及び医療用エックス線装置用エックス 綾管  アナログ式歯科用′くノラ マX線診断装置  イ歯科パノラマ断層撮影   
デジタル式歯科／くノラマ  

X韓診断装置  
アナログ式歯科用パノラ  
マ・断層撮影X線診断装  
置  
デジタル式歯科用／くノラ  

マ・断層接影X繰診断装  
置   

顎関節の治療を目的として，  

歯科用両側性筋電気刺激 装置  機械器具（12）理学診療用器具  歯科用両側性筋電気刺激 装置   電気刺激により、主として強 頚部の痺病症状の軽減又は筋 を弛緩させる装置である  医HOO2  運動器リハビリテーション料   
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