
１．医科
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20年6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

21200BZY00146000 ﾊｲﾃﾞﾙﾍﾞﾙｸﾞﾚﾁﾅﾄﾓｸﾞﾗﾌⅡ ｼﾞｬﾊﾟﾝﾌｫｰｶｽ株式会社 眼底三次元画像解析装置
21600BZZ00161000 ｱﾄﾑ輸送ﾎﾟﾝﾌﾟ AS-700 ｱﾄﾑﾒﾃﾞｨｶﾙ株式会社 精密持続点滴装置
21600BZZ00402000 ｿﾌﾄﾗﾝﾀﾞｰ SL-210 株式会社三幸製作所 麻酔器(Ⅱ)
21700BZG00017000 ﾈｲﾀｽｱﾙｺﾞ®3 ｱﾄﾑﾒﾃﾞｨｶﾙ株式会社 誘発反応測定装置
21700BZY00491A01 Novalis Tx 医療用ﾘﾆｱｯｸ 株式会社ﾊﾞﾘｱﾝ ﾒﾃﾞｨｶﾙ ｼｽﾃﾑｽﾞ 治療用粒子加速装置(Ⅱ)
21700BZY00491A01 血液X線照射装置
218AGBZX00072000 ｺﾝﾋﾟｭｰﾃｯﾄﾞﾗｼﾞｵｸﾞﾗﾌ Ipanema ｱﾚｲ株式会社 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ映像化処理装置
218AIBZX00052000 ﾊｲﾃﾞﾙﾍﾞﾙｸﾞﾚﾁﾅﾄﾓｸﾞﾗﾌ HRT3 ｼﾞｬﾊﾟﾝﾌｫｰｶｽ株式会社 眼底三次元画像解析装置
218AIBZX00052000 角膜内皮細胞検査装置
21900BZG00002000 ﾈｵﾌﾞﾙｰﾐﾆ ｱﾄﾑﾒﾃﾞｨｶﾙ株式会社 黄疸光線治療器
21900BZX00979000 ISPAN ﾊﾟｰﾌﾙｵﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ 日本ｱﾙｺﾝ株式会社 網膜復位用ｶﾞｽ
219AHBZX00029000 ﾊｲﾊﾟｰﾓｰﾙｻﾐｯﾄ ｴｸｻ ﾏｸﾀｰｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ株式会社 低周波治療器
22000BZX00304000 ｹｱｽｹｰﾌﾟ CIC Pro ｼﾞｰｲｰ横河ﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑ株式会社 ﾓﾆﾀ
22000BZX00305000 ﾊｰﾄｽﾀｰﾄ FRx 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 除細動器
22000BZX00372000 ﾀﾞｲｸﾛﾏｽｷｬﾝ DCS-600EXV ｱﾛｶ株式会社 X線骨密度測定装置(Ⅰ)
22000BZX00389000 人工呼吸器 HAMILTON-G5 日本光電工業株式会社 人工呼吸器
22000BZX00485000 ISPAN 六ﾌｯ化硫黄 日本ｱﾙｺﾝ株式会社 網膜復位用ｶﾞｽ
22000BZX00697000 ﾊﾞｰﾄﾞ ﾌﾞﾗｷｿｰｽ 滅菌ﾀｲﾌﾟ 株式会社ﾒﾃﾞｨｺﾝ 組織内照射線源
220ABBZX00080000 耳鼻咽喉ﾋﾞﾃﾞｵｽｺｰﾌﾟ OLYMPUS ENF TYPE VQ 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
220ABBZX00081000 腎盂尿管ﾋﾞﾃﾞｵｽｺｰﾌﾟ OLYMPUS URF TYPE V 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
220ABBZX00177000 汎用超音波画像診断装置 LOGIQ E9 ｼﾞｰｲｰ横河ﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑ株式会社 超音波検査装置(Ⅱ)
220ADBZX00065000 呼気ｶﾞｽ分析装置 FIT-2000ｼﾘｰｽﾞ ﾌｨｯﾄﾒｲﾄ 日本光電工業株式会社 呼気ｶﾞｽ分析装置
220ADBZX00065000 基礎代謝測定装置
220ADBZX00069000 ｽﾍﾟｸﾄﾗﾙﾄﾞﾒｲﾝ SPOCT ｷﾔﾉﾝﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 眼底三次元画像解析装置
220ADBZX00069000 眼底ｶﾒﾗ(Ⅰ)
220AGBZX00039000 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ眼底ｶﾒﾗ CR-1 ｷﾔﾉﾝ株式会社 眼底ｶﾒﾗ-ｶﾒﾗ(Ⅰ)
220AGBZX00083000 ﾎﾟﾗﾘｽｶｲﾈ PO-3 ﾐﾅﾄ医科学株式会社 低周波治療器
220AIBZX00005000 ﾊｲﾃﾞﾙﾍﾞﾙｸﾞｽﾍﾟｸﾄﾗﾘｽ ｼﾞｬﾊﾟﾝﾌｫｰｶｽ株式会社 眼底三次元画像解析装置
220AIBZX00005000 眼底ｶﾒﾗ(Ⅱ)
220AIBZX00030000 回診用X線撮影装置 ｱﾄﾞｱ1100 株式会社ｹﾝｺｰ 診断用X線装置
220AIBZX00040000 ｾﾀﾞﾝﾃｸﾘｵｽ 株式会社日本ﾒﾃﾞｨｯｸｽ 低周波治療器
220ALBZX00052000 ﾃｸﾄﾛﾝｽﾏｰﾄ 株式会社ﾃｸﾉﾘﾝｸ 低周波治療器
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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部分）　保険適用開始年月日：平成20年6月1日

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)

16200BZZ00633000 ﾌﾟﾚｼﾞｪｯﾄ 松田医科工業株式会社 099 組織代用人工繊維布 (5) プレジェット・チューブ  \216
20400BZY00766A02 ﾚﾌﾟﾘｹｱ ｺﾛﾌﾟﾗｽﾄ株式会社 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

20400BZY00766A02 101 皮膚欠損用創傷被覆材 (2) 皮下組織に至る創傷用 ② 異形型 １ｇ当たり \37
20600BZZ00010A01 ﾌｧｲﾝ人工膝関節(CRF-Ti) ﾅｶｼﾏﾌﾟﾛﾍﾟﾗ株式会社  \48,600

 
20600BZZ00010A01  \338,000

 
20600BZZ00371A02 ｽﾄﾚｰﾄﾈｲﾙｼｽﾃﾑ ﾅｶｼﾏﾌﾟﾛﾍﾟﾗ株式会社 073 髄内釘 (1) 髄内釘 ② 横止め型  \197,000
20600BZZ00371A01 ﾏﾙﾁﾎｰﾙﾈｲﾙｼｽﾃﾑ
20600BZZ00371A01 ﾏﾙﾁﾎｰﾙﾈｲﾙｼｽﾃﾑ 073 髄内釘 (3) ワッシャー・ナット  \24,400
20600BZZ01083A01 ﾒﾃﾞｨﾃｯｸﾆｰ人工膝関節  \48,600

 
20600BZZ01083A01 058 人工膝関節用材料 (1) 大腿骨側材料 ① 全置換用材料(Ⅰ)  \338,000
20600BZZ01083A01 058 人工膝関節用材料 (2) 脛骨側材料 ① 全置換用材料(Ⅰ)  \210,000
20600BZZ01083A01 058 人工膝関節用材料 (4) インサート  \73,300
20800BZZ00335A01 FINE 人工膝関節(CRF-Co) ﾅｶｼﾏﾌﾟﾛﾍﾟﾗ株式会社 058 人工膝関節用材料 (2) 脛骨側材料 ① 全置換用材料(Ⅰ)  \210,000
20800BZZ00335A01 058 人工膝関節用材料 (1) 大腿骨側材料 ① 全置換用材料(Ⅰ)  \338,000
21200BZZ00412A01 ﾌｧｲﾝ人工肘関節 ﾅｶｼﾏﾌﾟﾛﾍﾟﾗ株式会社 066 人工肘関節用材料 (1) 上腕骨側材料  \366,000
21200BZZ00412A01 066 人工肘関節用材料 (2) 尺骨側材料  \311,000
21200BZZ00412A01 066 人工肘関節用材料 (3) 橈骨側材料  \268,000
21500BZZ00360A01 Locking Volar Plate ｼｽﾃﾑ ﾅｶｼﾏﾌﾟﾛﾍﾟﾗ株式会社 060 固定用内副子（ｽｸﾘｭｰ）（1）一般ｽｸﾘｭｰ（生体用合金Ⅰ） \7,280
21600BZZ00164A01 Pro Design 人工指関節 ﾅｶｼﾏﾌﾟﾛﾍﾟﾗ株式会社  \122,000

 
21600BZZ00164A01  \100,000

 
21600BZZ00413A02 ﾎﾞｰﾝﾌﾟﾗｸﾞ ﾅｶｼﾏﾌﾟﾛﾍﾟﾗ株式会社 059 オプション部品 (1) 人工股関節用部品  \29,300
21600BZZ00634A03 ﾅｶｼﾏ･ｱｼﾞｬｽﾄﾒﾝﾄ･ﾋｯﾌﾟ･ｽｸﾘｭｰ(滅菌品) ﾅｶｼﾏﾌﾟﾛﾍﾟﾗ株式会社 062 大腿骨外側固定用内副子 (5) ラグスクリュー（生体用合金Ⅰ）  \53,500
21600BZZ00634A03 062 大腿骨外側固定用内副子 (3) つばつきプレート（生体用合金Ⅰ）  \143,000
21600BZZ00634A03 060 固定用内副子（スクリュー） (1) 一般スクリュー（生体用合金Ⅰ）  \7,280
21600BZZ00634A03 060 固定用内副子（スクリュー） (5) 中空スクリュー（生体用合金Ⅰ・Ｌ）  \33,200
21600BZZ00634A03 063 固定用内副子用ワッシャー、ナット類 (1) ワッシャー(Ⅰ)  \3,260
21600BZZ00634A03 062 大腿骨外側固定用内副子 (1) つばなしプレート（生体用合金Ⅰ）  \87,600
21600BZZ00634A01 ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾞﾚﾙﾌﾟﾚｰﾄ（減菌品） ﾅｶｼﾏﾌﾟﾛﾍﾟﾗ株式会社 062 大腿骨外側固定用内副子 (8) 圧迫固定スクリュー（生体用合金Ⅰ）  \10,000
21600BZZ00634A01 062 大腿骨外側固定用内副子 (5) ラグスクリュー（生体用合金Ⅰ）  \53,500
21600BZZ00634A01 062 大腿骨外側固定用内副子 (3) つばつきプレート（生体用合金Ⅰ）  \143,000
21700BZY00098000 ﾊﾞｲｱﾝｷﾞｭﾗｰ ｼｮﾙﾀﾞｰｼｽﾃﾑ ﾊﾞｲｵﾒｯﾄ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 065 人工肩関節用材料 (2) 上腕骨側材料  \624,000
21800BZZ10016000 PTA ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 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
21900BZY00088000 ｳｫｰﾊﾞﾙｹｰｼﾞ KiSCO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
21900BZZ00011A01 K-NOW人工肘関節 ﾅｶｼﾏﾌﾟﾛﾍﾟﾗ株式会社 066 人工肘関節用材料 (1) 上腕骨側材料  \366,000
22000BZX00388000 血管処置用ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙⅡ ﾌｨﾙﾒｯｸ株式会社 130 心臓手術用カテーテル (1) 経皮的冠動脈形成術用カテーテル ① 一般型  \127,000
22000BZX00396000 ｶﾃｰﾃﾙｼｰｽｾｯﾄ ﾌﾞﾚｲﾄﾞｼﾘｰｽﾞ 日本光電工業株式会社 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

068 人工指関節用材料 (1) 人工手指関節用材料 ② その他の人工手指関節用材料 ア
近位側材料

058 人工膝関節用材料 (3) 膝蓋骨材料 ② 膝蓋骨置換用材料(Ⅱ)

058 人工膝関節用材料 (1) 大腿骨側材料 ① 全置換用材料(Ⅰ)

058 人工膝関節用材料 (3) 膝蓋骨材料 ② 膝蓋骨置換用材料(Ⅱ)

068 人工指関節用材料 (1) 人工手指関節用材料 ② その他の人工手指関節用材料 イ
遠位側材料
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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部分）　保険適用開始年月日：平成20年6月1日

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)

22000BZX00565000 ﾒﾋﾟﾚｯｸｽﾎﾞｰﾀﾞｰ ﾒﾝﾘｯｹﾍﾙｽｹｱ株式会社 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

22000BZX00572000 ｼﾝｸﾛ2ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ 012 血管造影用ガイドワイヤー (3) 微細血管用  \18,900

 
22000BZX00579000 血管処置用ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙⅤ 朝日ｲﾝﾃｯｸ株式会社 130 心臓手術用カテーテル (1) 経皮的冠動脈形成術用カテーテル ① 一般型  \127,000
22000BZX00696000 旭中空糸型ﾍﾓﾀﾞｲｱﾌｨﾙﾀｰ 旭化成ｸﾗﾚﾒﾃﾞｨｶﾙ株式会社  \2,790

 
22000BZX00724000 ｶｰﾍﾟﾝﾀｰｴﾄﾞﾜｰｽﾞ牛心のう膜生体弁ﾏｸﾞﾅ ｴﾄﾞﾜｰｽﾞﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ株式会社 120 生体弁 (2) 異種心膜弁  \942,000

 
22000BZX00726000 LCP ﾃﾞｨｽﾀﾙﾗﾃﾞｨｳｽﾌﾟﾚｰﾄｼｽﾃﾑ(滅菌) ｼﾝｾｽ株式会社  \96,100

 
061 固定用内副子（プレート） (7) 骨端用プレート（生体用合金Ⅰ）

040 人工腎臓用特定保険医療材料（回路を含む。） (5) ヘモダイアフィルター

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
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２．歯科
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部分）　保険適用開始年月日：平成20年6月１日

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)
219AABZX00206000 ﾋﾞｭｰﾘｱ 大成歯科工業株式会社 032 義歯床用アクリリック樹脂 （粉末  ＪＩＳ適合品） １ｇ \5
219AABZX00206000 033 義歯床用アクリリック樹脂 （液  ＪＩＳ適合品） １mL \4
220AABZX00070000 ｼﾞｰｼｰ ｱｸﾛﾝ 株式会社ｼﾞｰｼｰﾃﾞﾝﾀﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ 042 義歯床用アクリリック樹脂 （液  ＪＩＳ適合品） １mL \4
220AABZX00070000 033 義歯床用アクリリック樹脂 （液  ＪＩＳ適合品） １mL \4
220AABZX00070000 041 義歯床用アクリリック樹脂 （粉末  ＪＩＳ適合品） １ｇ \5
220AABZX00070000 032 義歯床用アクリリック樹脂 （粉末  ＪＩＳ適合品） １ｇ \5
220AKBZX00017000 ｼﾞｰｼｰ ｷｬｽﾄｳｪﾙM.C.金20% 株式会社ｼﾞｰｼｰ 006 歯科鋳造用金銀パラジウム合金（金12％以上　ＪＩＳ適合品) １ｇ \702
220AKBZX00018000 ｼﾞｰｼｰ ｷｬｽﾄｳｪﾙM.C.金12% 株式会社ｼﾞｰｼｰ 006 歯科鋳造用金銀パラジウム合金（金12％以上　ＪＩＳ適合品) １ｇ \702
220AKBZX00021000 ｼﾞｰｼｰ ｱﾛｰｿﾙﾀﾞｰ金25% 株式会社ｼﾞｰｼｰ 010 歯科用金銀パラジウム合金ろう （金15％以上　ＪＩＳ適合品) １ｇ \1,504
220AKBZX00022000 ｼﾞｰｼｰ ｱﾛｰｿﾙﾀﾞｰ金18% 株式会社ｼﾞｰｼｰ 010 歯科用金銀パラジウム合金ろう （金15％以上　ＪＩＳ適合品) １ｇ \1,504
220AKBZX00031000 ﾚﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ2 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
220AKBZX00040000 ﾏﾙﾁﾘﾝｸ ｵｰﾄﾐｯｸｽ Ivoclar Vivadent株式会社 046 歯科用合着・接着材料Ⅰ（粉末・液） １ｇ \441
220AKBZX00042000 ｸﾞﾘｰﾝｸﾞﾙｰ ｻｲﾌﾞﾛﾝ･ﾃﾞﾝﾀﾙ株式会社 037 ダイレクトボンド用ボンディング材 １ｇ \900
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