
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

21300BZZ00506000 R100 ｱｰﾙﾋｬｸ 株式会社ﾒﾄﾗﾝ 人工呼吸器
219AGBZX00021000 ｺｰﾜ KT-800 興和株式会社 眼圧計
22000BZX01358000 ｹｱｽｹｰﾌﾟ 患者ﾃﾞｰﾀﾓｼﾞｭｰﾙ ｼﾞｰｲｰ横河ﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑ株式会社 ﾓﾆﾀ
22000BZX01420000 ｴｽﾃｯｸ ｺﾌﾞﾗ ｴﾚｸﾄﾛｻｰｼﾞｶﾙﾕﾆｯﾄ ｾﾝﾄ･ｼﾞｭｰﾄﾞ･ﾒﾃﾞｨｶﾙ株式会社 ﾗｼﾞｵ波手術器
22000BZX01428000 ﾀﾞｲﾅｽｺｰﾌﾟ 7000ｼﾘｰｽﾞ DS-7200ｼｽﾃﾑ ﾌｸﾀﾞ電子株式会社 ﾓﾆﾀ
22000BZX01435000 ﾏﾙﾁｶﾗｰﾚｰｻﾞｰ光凝固装置ﾋﾞｽﾞﾗｽ TRION ｶｰﾙﾂｧｲｽﾒﾃﾞｨﾃｯｸ株式会社 眼科用光凝固装置
22000BZX01440000 医用ﾃﾚﾒｰﾀ WEP-5200ｼﾘｰｽﾞ 日本光電工業株式会社 ﾓﾆﾀ
220ABBZX00102000 上部消化管汎用ﾋﾞﾃﾞｵｽｺｰﾌﾟ OLYMPUS GIF TYPE Y0004 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
220ABBZX00106000 大腸ﾋﾞﾃﾞｵｽｺｰﾌﾟ OLYMPUS PCF TYPE Y0005 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
220ABBZX00182000 気管支ﾌｧｲﾊﾞｰﾋﾃﾞｵｽｺｰﾌﾟ OLYMPUS BF TYPE Y0007 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
220ABBZX00183000 膀胱腎盂ﾌｧｲﾊﾞｰｽｺｰﾌﾟ OLYMPUS CYF TYPE Y0001 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
220ABBZX00184000 大腸ﾋﾞﾃﾞｵｽｺｰﾌﾟ OLYMPUS PCF TYPE Y0006 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
220ABBZX00185000 大腸ﾋﾞﾃﾞｵｽｺｰﾌﾟ OLYMPUS PCF TYPE Y0003I 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
220ABBZX00240000 大腸ﾋﾞﾃﾞｵｽｺｰﾌﾟ OLYMPUS PCF TYPE Y0009 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
220ABBZX00242000 EVIS LUCERA 大腸ﾋﾞﾃﾞｵｽｺｰﾌﾟ OLYMPUS PCF TYPE Q260J 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
220ABBZX00243000 大腸ﾋﾞﾃﾞｵｽｺｰﾌﾟ OLYMPUS PCF TYPE Y0002 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
220ABBZX00244000 硬性腹腔･胸腔鏡 WS1705/1 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
220ABBZX00253000 汎用超音波画像診断装置 Vivid 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)
220ABBZX00287000 大腸ﾋﾞﾃﾞｵｽｺｰﾌﾟ OLYMPUS PCF TYPE Y0004-I 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
220ACBZX00065000 PET/CT装置 GEMINI TF 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 ﾎﾟｼﾞﾄﾛﾝCT装置
220ACBZX00065000 CT撮影装置
220ADBZX00100000 ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾞﾝﾏｶﾒﾗ Symbia E 東芝ﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ株式会社 ｴﾐｯｼｮﾝCT装置
220ADBZX00109000 SpO2ｱﾀﾞﾌﾟﾀ JL-5ｼﾘｰｽﾞ 日本光電工業株式会社 ﾊﾟﾙｽｵｷｼﾒｰﾀ

220AFBZX00093000 ﾐﾈﾗｲｻﾞｰ 日本ｼｸﾞﾏｯｸｽ株式会社 超音波骨密度測定装置
220AGBZX00237000 ｺｰﾅﾝ ｽﾍﾟｷｭﾗｰﾏｲｸﾛｽｺｰﾌﾟ ⅩⅡ 株式会社ｺｰﾅﾝ･ﾒﾃﾞｨｶﾙ 角膜内皮細胞検査装置
220AGBZX00238000 ｺｰﾅﾝ ｽﾍﾟｷｭﾗｰﾏｲｸﾛｽｺｰﾌﾟ ⅩⅢ 株式会社ｺｰﾅﾝ･ﾒﾃﾞｨｶﾙ 角膜内皮細胞検査装置
220AGBZX00247000 らくらくｻﾝｿ-5B 山陽電子工業株式会社 酸素供給装置(Ⅰ)
220AIBZX00059000 ﾏｲｵﾓﾆﾀｰ J5 株式会社ﾓﾘﾀ 低周波治療器
220ALBZX00056000 ｽｰﾊﾟｰﾃｸﾄﾛﾝ HP200-X 株式会社 ﾃｸﾉﾘﾝｸ 低周波治療器
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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)
20300BZY00266A01 ﾚﾅﾌﾛｰ ﾍﾓﾌｨﾙﾀｰ ﾐﾝﾃｯｸ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 040 人工腎臓用特定保険医療材料（回路を含む。） (4) 持続緩徐式血液濾過器  \25,800
20300BZY00677000 ｻｰﾓﾀﾞｲﾘｭｰｼｮﾝ･ｶﾃｰﾃﾙ(ﾉﾝ･ｺｰﾄ) 日本ﾍﾞｸﾄﾝ･ﾃﾞｨｯｷﾝｿﾝ株式会社 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
21200BZY00671000 ﾊﾟｰｶｰ気管ﾁｭｰﾌﾞ 小林製薬株式会社 027 気管内チューブ (2) カフなし  \717
21400BZZ00218000 ﾍﾞｾﾙﾌｭｰｻﾞｰ ｵｰﾍﾞｸｽ株式会社 008 携帯型ディスポーザブル注入ポンプセット  \4,000
21400BZZ00506A01 RFｱﾌﾞﾚｰｼｮﾝｶﾃｰﾃﾙ 日本ﾗｲﾌﾗｲﾝ株式会社 123 経皮的カテーテル心筋焼灼術用カテーテル  \191,000
21600BZZ00020000 ﾄﾚｽﾙﾎﾝTS 東ﾚ株式会社 040 人工腎臓用特定保険医療材料（回路を含む。） (1) ダイアライザー ⑩ ホローファイバー型及び積層型（キール型）（膜面積1.5㎡以上）(Ⅴ)  \2,020
21600BZZ00020000 040 人工腎臓用特定保険医療材料（回路を含む。） (1) ダイアライザー ⑤ ホローファイバー型及び積層型（キール型）（膜面積1.5㎡未満）(Ⅴ)  \1,890
21800BZZ10070000 ｴﾌｴﾑﾃﾞｨ ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ 株式会社ｴﾌｴﾑﾃﾞｨ 012 血管造影用ガイドワイヤー (3) 微細血管用  \18,900
21800BZZ10070000 013 経皮的冠動脈形成術用カテーテル用ガイドワイヤー (2) 複合・高度狭窄部位用  \28,100
21900BZX01112A01 Durata ICD ﾀｲﾝﾄﾞﾘｰﾄﾞ ｾﾝﾄ･ｼﾞｭｰﾄﾞ･ﾒﾃﾞｨｶﾙ株式会社 118 植込み型除細動器用カテーテル電極 (1) 植込み型除細動器用カテーテル電極（シングル）  \999,000
21900BZZ00025000 UA-CV ｶﾃｰﾃﾙ ｷｯﾄ 日本ｼｬｰｳｯﾄﾞ株式会社 021 中心静脈用カテーテル (1) 標準型 ② マルチルーメン イ セルジンガー型  \7,530
22000BZX00126A01 ｾﾄﾛｯｸｽ S NK ﾊﾞｲｵﾄﾛﾆｯｸｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 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
22000BZX00133000 ﾋﾞｸﾄﾘｰDR ｾﾝﾄ･ｼﾞｭｰﾄﾞ･ﾒﾃﾞｨｶﾙ株式会社 112 ペースメーカ (6) デュアルチャンバ（Ⅳ型）  \1,330,000
22000BZX01360000 滅菌済 LEGACY ｽﾊﾟｲﾅﾙｼｽﾃﾑ2 ﾒﾄﾞﾄﾛﾆｯｸｿﾌｧﾓｱﾀﾞﾈｯｸ株式会社 064 脊椎固定用材料 (1) 脊椎ロッド  \52,800
22000BZX01360000 064 脊椎固定用材料 (5) 脊椎スクリュー（固定型）  \87,000
22000BZX01360000 064 脊椎固定用材料 (6) 脊椎スクリュー（可動型）  \114,000
22000BZX01361000 ﾍｯﾄﾞﾚｽ ｺﾝﾌﾟﾚｯｼｮﾝ ｽｸﾘｭｰ 3.0mm (滅菌) ｼﾝｾｽ株式会社 060 固定用内副子（スクリュー） (8) その他のスクリュー ② 特殊型 イ 圧迫調整固定用・両端ねじ型 ⅱ 一般用  \57,400
22000BZX01364000 ｸｰｶﾞｰｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔ 日本ﾒﾄﾞﾄﾛﾆｯｸ株式会社 012 血管造影用ガイドワイヤー (3) 微細血管用  \18,900
22000BZX01364000 013 経皮的冠動脈形成術用カテーテル用ガイドワイヤー (1) 一般用  \24,600
22000BZX01369000 ﾃﾞﾙﾀｰLOCKｽﾃﾑ ﾅｶｼﾏﾌﾟﾛﾍﾟﾗ株式会社 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
22000BZX01369000 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
22000BZX01370000 Joinus Hipｽﾃﾑ ﾅｶｼﾏﾌﾟﾛﾍﾟﾗ株式会社 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
22000BZX01418000 ｾﾞﾒｯｸｽIABPﾊﾞﾙｰﾝ ｱｷｭﾄﾗ ｾﾞｵﾝﾒﾃﾞｨｶﾙ株式会社 128 バルーンパンピング用バルーンカテーテル (3) 一般用センサー内蔵型  \245,000
22000BZX01430000 Sherpa NX ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ 7F 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
22000BZX01436000 ｴﾝｻｲﾄｶﾃｰﾃﾙ EC1000S ｾﾝﾄ･ｼﾞｭｰﾄﾞ･ﾒﾃﾞｨｶﾙ株式会社 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 ④ 心房内・心室内全域型  \418,000
22000BZX01454000 ﾃﾝﾄﾞﾘﾙｵﾌﾟﾃｨﾑﾘｰﾄﾞ ﾌｸﾀﾞ電子株式会社 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
22000BZX00170000 ｴﾝﾌﾟﾗｲｽﾞDR ﾌｸﾀﾞ電子株式会社 112 ペースメーカ (6) デュアルチャンバ（Ⅳ型）  \1,330,000
220ABBZX00196000 ｲﾝﾀｰｼﾞｪｸﾄ 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 097 食道静脈瘤硬化療法用セット (1) 食道静脈瘤硬化療法用穿刺針  \4,840
220ABBZX00210000 ｽﾄｰﾝﾄｰﾑ 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 136 胆道結石除去用カテーテルセット (2) 経内視鏡バルーンカテーテル ④ 十二指腸乳頭切開機能付き  \78,500
220ABBZX00272000 ﾏｯｸｽﾌｫｰｽ胆道用ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 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 136 胆道結石除去用カテーテルセット (2) 経内視鏡バルーンカテーテル ③ 十二指腸乳頭拡張機能付き  \93,000
220ADBZX00122000 ﾌｧｲｺﾝ ｲﾚｳｽﾁｭｰﾌﾞ 富士ｼｽﾃﾑｽﾞ株式会社 030 イレウス用ロングチューブ (2) スプリント機能付加型  \41,800
220AIBZX00058000 ｸﾘﾝﾊﾞｯｸ 株式会社ﾕｰｼﾝﾒﾃﾞｨｶﾙ 017 吸引留置カテーテル (1) 能動吸引型 ① 創部用（ドレーンチューブ） ア 軟質型  \6,770
220AIBZX00058000 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
220AIBZX00061000 ﾕｰｼﾝ膀胱瘻ｶﾃｰﾃﾙ 株式会社ﾕｰｼﾝﾒﾃﾞｨｶﾙ 031 腎瘻又は膀胱瘻用カテーテル及びカテーテルセット (2) 膀胱瘻用カテーテル  \4,300

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11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20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

21100BZZ00470000 ｼﾞｰｼｰ ﾃﾞﾝﾀﾙｴｯｸｽﾚｲ DX-Ⅰ 株式会社ｼﾞｰｼｰ ﾃﾞﾝﾀﾙX線撮影装置
218ACBZX00011000 ﾌｧｲﾝｷｭｰﾌﾞ 株式会社吉田製作所 歯科ﾊﾟﾉﾗﾏ断層撮影ﾃﾞｼﾞﾀﾙ映像化処理装置
218ACBZX00011000 ﾊﾟﾉﾗﾏ断層撮影装置
220AFBZX00196000 ﾌﾟﾛﾜﾝ 株式会社ｼﾞｰｼｰ 歯科ﾊﾟﾉﾗﾏ断層撮影ﾃﾞｼﾞﾀﾙ映像化処理装置
220AFBZX00196000 ﾊﾟﾉﾗﾏ断層撮影装置
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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)
15600BZZ00356000 ｱｲｸﾛｰﾑ 株式会社ｱｲﾃﾞｨｴｽ 020 歯科鋳造用コバルトクロム合金 鉤・バー用 １ｇ \27
16000BZY01087A01 ﾅｲｸﾛ乳歯冠 ｽﾘｰｴﾑ ﾍﾙｽｹｱ株式会社 056 乳歯金属冠 １本 \388
20700BZZ00689000 ﾀﾌﾛﾝ DE ｸｲｯｸﾚｼﾞﾝ 三木化学工業株式会社 041 義歯床用アクリリック樹脂 （粉末  ＪＩＳ適合品） １ｇ \5
20700BZZ00689000 032 義歯床用アクリリック樹脂 （粉末  ＪＩＳ適合品） １ｇ \5
20700BZZ00689000 042 義歯床用アクリリック樹脂 （液  ＪＩＳ適合品） １mL \4
20700BZZ00689000 033 義歯床用アクリリック樹脂 （液  ＪＩＳ適合品） １mL \4
20700BZZ00689A01 DS ﾚｼﾞﾝ 041 義歯床用アクリリック樹脂 （粉末  ＪＩＳ適合品） １ｇ \5
20700BZZ00689A01 032 義歯床用アクリリック樹脂 （粉末  ＪＩＳ適合品） １ｇ \5
20700BZZ00689A01 042 義歯床用アクリリック樹脂 （液  ＪＩＳ適合品） １mL \4
20700BZZ00689A01 033 義歯床用アクリリック樹脂 （液  ＪＩＳ適合品） １mL \4
218AABZX00146000 CMﾒﾀﾙ ﾊﾟﾛﾗｸﾞ 12 大信貿易株式会社 006 歯科鋳造用金銀パラジウム合金（金12％以上 ＪＩＳ適合品) １ｇ \702
219AABZX00212000 ﾄｸﾔﾏﾏﾙﾁﾎﾞﾝﾄﾞⅡ 株式会社ﾄｸﾔﾏﾃﾞﾝﾀﾙ 046 歯科用合着・接着材料Ⅰ（粉末・液） １ｇ \441
219AABZX00212000 034 歯科用合着・接着材料Ⅰ（粉末・液） １ｇ \441
220ACBZX00064000 ｱｸﾘｼﾞｪｯﾄ ﾊｲﾃﾞﾝﾀﾙ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 045 義歯床用熱可塑性樹脂 １ｇ \23
220ADBZX00105000 ﾀﾌﾛﾝ DE 三木化学工業株式会社 041 義歯床用アクリリック樹脂 （粉末  ＪＩＳ適合品） １ｇ \5
220ADBZX00105000 032 義歯床用アクリリック樹脂 （粉末  ＪＩＳ適合品） １ｇ \5
220ADBZX00105000 042 義歯床用アクリリック樹脂 （液  ＪＩＳ適合品） １mL \4
220ADBZX00105000 033 義歯床用アクリリック樹脂 （液  ＪＩＳ適合品） １mL \4
220AFBZX00180000 ｴﾊﾞｰ･ﾎﾜｲﾄⅠ 株式会社ｱｲﾃﾞｨｴｽ 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
220AFBZX00182000 ｷｬｽﾄﾏｽﾀｰ12Sｼｮｯﾄ 株式会社ｱｲﾃﾞｨｴｽ 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
220AFBZX00183000 ｷｬｽﾄﾏｽﾀｰ12S 株式会社ｱｲﾃﾞｨｴｽ 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
220AFBZX00184000 ｷｬｽﾄﾏｽﾀｰ12Lｼｮｯﾄ 株式会社ｱｲﾃﾞｨｴｽ 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
220AFBZX00185000 ｷｬｽﾄﾏｽﾀｰ12L 株式会社ｱｲﾃﾞｨｴｽ 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
220AFBZX00186000 ｷｬｽﾄﾏｽﾀｰ12G 株式会社ｱｲﾃﾞｨｴｽ 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
220AFBZX00187000 ｷｬｽﾄﾏｽﾀｰｿﾙﾀﾞｰ 株式会社ｱｲﾃﾞｨｴｽ 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
220AFBZX00188000 ｽｰﾊﾟｰﾛｲ(Ⅰ) 株式会社ｱｲﾃﾞｨｴｽ 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
220AFBZX00202000 ﾐﾗﾛｲEX 株式会社ｱｲﾃﾞｨｴｽ 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
220AFBZX00203000 ﾐﾗﾛｲｿﾙﾀﾞｰ 株式会社ｱｲﾃﾞｨｴｽ 013 歯科用銀ろう （ＪＩＳ適合品） １ｇ \217
220AFBZX00204000 ﾐﾗﾛｲﾀｲﾌﾟⅡ 株式会社ｱｲﾃﾞｨｴｽ 011 歯科鋳造用銀合金  第１種 （銀60％以上インジウム５％未満ＪＩＳ適合品） １ｇ \89
220AFBZX00205000 ﾐﾗﾛｲﾀｲﾌﾟⅢ 株式会社ｱｲﾃﾞｨｴｽ 011 歯科鋳造用銀合金  第１種 （銀60％以上インジウム５％未満ＪＩＳ適合品） １ｇ \89
220AFBZX00206000 ｸﾘｽﾀﾙｼﾙﾊﾞｰ 株式会社ｱｲﾃﾞｨｴｽ 011 歯科鋳造用銀合金  第１種 （銀60％以上インジウム５％未満ＪＩＳ適合品） １ｇ \89
220AKBZX00117000 松風ｱｰﾊﾞﾝ 株式会社松風 041 義歯床用アクリリック樹脂 （粉末  ＪＩＳ適合品） １ｇ \5
220AKBZX00117000 042 義歯床用アクリリック樹脂 （液  ＪＩＳ適合品） １mL \4

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11月１日

④


