
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9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

21100BZZ00683A04 O2ﾌﾚｯｼｭ-3S 日本特殊陶業株式会社 酸素供給装置(Ⅰ)

21100BZZ00683A05 ﾚｽﾋﾟｰﾙﾌﾟﾗｽ-3L
21100BZZ00683A06 ﾚｽﾋﾟｰﾙﾌﾟﾗｽ-3S
21100BZZ00683A07 ｵｷｼｳｪﾙ-3S
21100BZZ00683A08 ｵｷｼﾎﾟｰﾄ 3N
21100BZZ00683A01 ｻﾝｿﾒｲﾄ-3A
21100BZZ00683A02 O2ﾒｲﾄ-3S

21100BZZ00683A03 O2ﾌﾚｯｼｭ-3A

21600BZZ00499A01 O2ﾌﾚｯｼｭ-3E 日本特殊陶業株式会社 酸素供給装置(Ⅰ)

21600BZZ00499A02 ｵｷｼｳｪﾙ-3E
220AIBZX00047000 電気治療器 ｲﾝﾃﾚｸﾄ　ﾊﾞｲﾀﾙｽﾃｨﾑ 5951 ｲﾝﾀｰﾘﾊ株式会社 低周波治療器
220AIBZX00049000 ﾏﾙﾁ電気治療器 ｲﾝﾃﾚｸﾄ ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ･ｺﾝﾎﾞ 2762CC ｲﾝﾀｰﾘﾊ株式会社 低周波治療器
22100BZX00526000 ONCOR ﾊｲｴﾅｼﾞｰ ONCR-K 東芝ﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ株式会社 治療用粒子加速装置（Ⅱ）
220AIBZX00063000 ﾏｲｵﾄﾚｰｽ 400 酒井医療株式会社 筋電計(Ⅰ)
22100BZX00788000 ｽﾃﾗﾘｽ ﾎﾞｼｭﾛﾑ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 超音波白内障手術装置
22100BZX00822000 ﾎﾙﾀｰ自動連続血圧計 FB-270 日本精密測器株式会社 長時間自由行動下血圧計
22100BZX00831000 ﾊｰﾓﾆｯｸ ﾌﾞﾙｰﾊﾝﾄﾞﾋﾟｰｽ ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ株式会社 超音波手術器
22100BZX00854000 ﾉﾝｺﾝﾀｸﾄﾄﾉ/ﾊﾟｷﾒｰﾀ NT-530P 株式会社ﾆﾃﾞｯｸ 眼圧計
22100BZX00876000 ｻﾝﾄﾞﾏﾝ ｲﾝﾌｫ ﾀｲｺﾍﾙｽｹｱｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 在宅人工呼吸器(Ⅲ)
22100BZX00877000 ｻﾝﾄﾞﾏﾝ ｵｰﾄ ﾀｲｺﾍﾙｽｹｱｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 在宅人工呼吸器(Ⅲ)
22100BZX00890000 人工呼吸器 HAMILTON-Cｼﾘｰｽﾞ 日本光電工業株式会社 人工呼吸器
221AABZX00124000 ﾌﾟﾚﾋﾞｽﾀ-ﾕﾆｽﾘｰﾃﾞｨｰ 日本ﾒﾃﾞｨｶﾙﾏﾃﾘｱﾙ株式会社 CT撮影装置
221ABBZX00084000 大腸ﾋﾞﾃﾞｵｽｺｰﾌﾟ OLYMPUS CF TYPE Y0011 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
221ABBZX00091000 上部消化管汎用ﾋﾞﾃﾞｵｽｺｰﾌﾟ OLYMPUS GIF 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
221ABBZX00111000 十二指腸ﾋﾞﾃﾞｵｽｺｰﾌﾟ OLYMPUS JF TYPE Y0003 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
221ABBZX00162000 小腸ﾋﾞﾃﾞｵｽｺｰﾌﾟ OLYMPUS SIF TYPE Y0003 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
221ABBZX00163000 十二指腸ﾋﾞﾃﾞｵｽｺｰﾌﾟ OLYMPUS TJF 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
221ACBZX00073000 ﾃﾞｼﾞﾀﾙX線TVｼｽﾃﾑ PlessartZERO DREX-PZ10 東芝ﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ株式会社 診断用X線装置
221ADBZX00066000 ｶｰﾃﾞｨﾏｯｸｽ FCP-8221 ﾌｸﾀﾞ電子株式会社 心電図(Ⅱ)
221ADBZX00067000 ｶ-ﾃﾞｨﾏｯｸｽ FX-8222 ﾌｸﾀﾞ電子株式会社 心電図(Ⅱ)
221AGBZX00193000 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ眼底ｶﾒﾗ CX-1 ｷﾔﾉﾝ株式会社 眼底ｶﾒﾗ(Ⅱ)
221AGBZX00210000 解析付心電計 Kenz Cardico 303 株式会社ｽｽﾞｹﾝ 心電図(Ⅱ)
221AGBZX00227000 ｺﾀﾞｯｸ Point-of-Care CR140ME ｼｽﾃﾑ ｹｱｽ ﾄﾘｰﾑﾍﾙｽ株式会社 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ映像化処理装置
221AIBZX00044000 ｺﾞｰﾂｰ ｽﾀｰ･ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ株式会社 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)
21400BZY00400000 Bioplate ZIP ｼｽﾃﾑ 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 エ 頭蓋骨閉鎖用 ⅱ クランプ型  \23,600

21400BZZ00041000 ﾁﾀﾝ骨ﾈｼﾞ(滅菌品) ﾅｶｼﾏﾒﾃﾞｨｶﾙ株式会社 059 オプション部品 (3) 人工関節固定強化部品  \16,600
21600BZZ00223000 FINE 人工膝関節(PSF) ﾅｶｼﾏﾒﾃﾞｨｶﾙ株式会社 059 オプション部品 (2) 人工膝関節用部品  \74,800
21700BZY00237000 ﾆﾌﾟﾛ･ﾌｨﾙﾀｰｾｯﾄ ﾆﾌﾟﾛ株式会社 002 在宅中心静脈栄養用輸液セット (1) 本体  \1,930
21900BZZ00035A01 人工股関節 ｼｪﾙｶｯﾌﾟ ｾﾒﾝﾄﾚｽ ﾅｶｼﾏﾒﾃﾞｨｶﾙ株式会社 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
22000BZX00130000 THAﾌﾟﾚｰﾄ ﾅｶｼﾏﾒﾃﾞｨｶﾙ株式会社 061 固定用内副子（プレート） (2) ストレートプレート（生体用合金Ⅰ・Ｌ）  \35,800
220AIBZX00082000 ｳﾞｨｰﾅｽﾊﾞﾌﾞﾙﾄﾗｯﾌﾟ ﾏｯｹ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 127 人工心肺回路 (6) 個別機能品 ⑤ ラインフィルター  \20,900
220AIBZX00096000 静脈ｿﾌﾄﾊﾞｯｸﾘｻﾞｰﾊﾞｰ JVR ﾏｯｹ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 127 人工心肺回路 (6) 個別機能品 ① 貯血槽  \16,100
22100BZI00009000 ﾒﾄﾞｴﾙ人工内耳 PULSAR ﾒﾄﾞｴﾙ ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 090 人工内耳用材料 (1) 人工内耳用インプラント（電極及び受信－刺激器）  \1,580,000
22100BZI00010000 ﾒﾄﾞｴﾙｽﾋﾟｰﾁﾌﾟﾛｾｯｻ OPUS ﾒﾄﾞｴﾙ ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 090 人工内耳用材料 (2) 人工内耳用音声信号処理装置  \1,060,000
22100BZI00010000 090 人工内耳用材料 (3) 人工内耳用ヘッドセット ① マイクロホン  \38,500
22100BZI00010000 090 人工内耳用材料 (3) 人工内耳用ヘッドセット ② 送信コイル  \10,800
22100BZI00010000 090 人工内耳用材料 (3) 人工内耳用ヘッドセット ③ 送信ケーブル  \2,700
22100BZI00010000 090 人工内耳用材料 (3) 人工内耳用ヘッドセット ④ マグネット  \7,710
22100BZI00010000 090 人工内耳用材料 (3) 人工内耳用ヘッドセット ⑤ 接続ケーブル  \4,570
22100BZX00258000 ｺﾝｾﾝｻｽ人工膝関節ｼｽﾃﾑⅡ 株式会社ﾛﾊﾞｰﾄ･ﾘｰﾄﾞ商会 059 オプション部品 (3) 人工関節固定強化部品  \16,600
22100BZX00258000 058 人工膝関節用材料 (3) 膝蓋骨材料 ① 膝蓋骨置換用材料(Ⅰ)  \48,900
22100BZX00258000 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
22100BZX00258000 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
22100BZX00765000 ｸﾗｳﾅｽ FB 株式会社JIMRO 034 胆道ステントセット (2) 自動装着システム付 ① 永久留置型 イ カバーなし  \258,000
22100BZX00820000 KINSA ｽｰﾁｬｰｱﾝｶｰ ｽﾐｽ･ｱﾝﾄﾞ･ﾈﾌｭｰ ｴﾝﾄﾞｽｺﾋﾟｰ株式会社 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 ア 軟骨及び軟部組織用 ⅰ スーチャーアンカー型  \36,600
22100BZX00825000 Fathom-16 ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ 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 012 血管造影用ガイドワイヤー (3) 微細血管用  \18,900
22100BZX00828000 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ CMF ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ 日本ｽﾄﾗｲｶｰ株式会社 061 固定用内副子（プレート） (9) その他のプレート ② 特殊 ア 骨延長用  \159,000
22100BZX00828000 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
22100BZX00830000 ﾃﾝﾎﾟﾗﾘｰ ｵｸﾘｭｰｼﾞｮﾝ ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ Ⅲ 富士ｼｽﾃﾑｽﾞ株式会社 133 血管内手術用カテーテル (6) オクリュージョンカテーテル ① 標準型  \19,900
22100BZX00839000 ｳﾙﾄﾗﾌﾟﾛ ﾍﾙﾆｱｼｽﾃﾑ ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ株式会社 099 組織代用人工繊維布 (2) ヘルニア修復・胸壁補強用 ② 形状付加型  \19,100
22100BZX00852000 ﾓﾉﾌﾟﾛ USCI ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 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 ア 標準型  \63,600
22100BZX00855000 ThinFlapｼｽﾃﾑ 株式会社ﾒﾃﾞｨｶﾙﾕｰｱﾝﾄﾞｴｲ 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・上下顎骨用）  \4,360
22100BZX00855000 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
22100BZX00855000 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 ⅱ メッシュ型  \104,000
22100BZX00855000 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
22100BZX00861000 ｱﾙﾌｧﾃｯｸ ｿﾗﾅｽ ｻｰﾋﾞｶﾙ ｼｽﾃﾑ 株式会社ｱﾙﾌｧﾃｯｸ･ﾊﾟｼﾌｨｯｸ 064 脊椎固定用材料 (1) 脊椎ロッド  \52,800
22100BZX00861000 064 脊椎固定用材料 (4) 椎体フック  \78,600
22100BZX00861000 064 脊椎固定用材料 (6) 脊椎スクリュー（可動型）  \114,000
22100BZX00861000 064 脊椎固定用材料 (7) 脊椎コネクター  \49,000
22100BZX00861000 064 脊椎固定用材料 (8) トランスバース固定器  \75,500
22100BZX00862000 株式会社ｱﾙﾌｧﾃｯｸ･ﾊﾟｼﾌｨｯｸ 064 脊椎固定用材料 (1) 脊椎ロッド  \52,800
22100BZX00862000 064 脊椎固定用材料 (4) 椎体フック  \78,600
22100BZX00862000 064 脊椎固定用材料 (5) 脊椎スクリュー（固定型）  \87,000
22100BZX00862000 064 脊椎固定用材料 (6) 脊椎スクリュー（可動型）  \114,000

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9月1日

ｱﾙﾌｧﾃｯｸ ｿﾞﾃﾞｨｱｯｸ ｽﾊﾟｲﾅﾙ ﾌｨｸｾｲｼｮﾝ ｼｽﾃﾑ
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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)
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9月1日

22100BZX00862000 株式会社ｱﾙﾌｧﾃｯｸ･ﾊﾟｼﾌｨｯｸ 064 脊椎固定用材料 (7) 脊椎コネクター  \49,000
22100BZX00862000 064 脊椎固定用材料 (8) トランスバース固定器  \75,500
22100BZX00864000 人工膝関節 脛骨ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ (Ti) ﾅｶｼﾏﾒﾃﾞｨｶﾙ株式会社 058 人工膝関節用材料 (2) 脛骨側材料 ② 全置換用材料(Ⅱ)  \199,000
22100BZX00867000 ﾃﾝﾎﾟﾗﾘｰ ｵｸﾘｭｰｼﾞｮﾝ ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ Ⅰ 富士ｼｽﾃﾑｽﾞ株式会社 133 血管内手術用カテーテル (6) オクリュージョンカテーテル ② 特殊型  \138,000
22100BZX00871000 ﾎﾟﾗﾘｽ ﾙｰﾌﾟ 尿管ｽﾃﾝﾄ 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 035 尿管ステントセット (1) 一般型 ② 異物付着防止型  \29,800
22100BZX00872000 ｱﾙﾄｩｰｱ 60 DR 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 112 ペースメーカ (6) デュアルチャンバ（Ⅳ型）  \1,330,000
22100BZX00873000 ｱﾙﾄｩｰｱ 60 SR 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 112 ペースメーカ (2) シングルチャンバ（Ⅱ型）  \1,030,000
22100BZX00874000 ｸﾙｰｻﾞｰｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔ ﾊｲﾄﾞﾛ ﾊﾞｲｵﾄﾛﾆｯｸｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 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
22100BZX00875000 ｸﾙｰｻﾞｰｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔ ﾊｲﾄﾞﾛ EX ﾊﾞｲｵﾄﾛﾆｯｸｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 012 血管造影用ガイドワイヤー (3) 微細血管用  \18,900
22100BZX00886000 ｴｸｼｱ ﾊﾞｲﾀﾘｳﾑ ﾛｯﾄﾞ 日本ｽﾄﾗｲｶｰ株式会社 064 脊椎固定用材料 (1) 脊椎ロッド  \52,800
22100BZX00887000 Sprintｸｱﾄﾛ ｽｸﾘｭｰｲﾝﾘｰﾄﾞS 日本ﾒﾄﾞﾄﾛｿﾆｯｸ株式会社 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
22100BZX00888000 ｱﾝｼﾞｵｼｰﾙ Evolution ｾﾝﾄ･ｼﾞｭｰﾄﾞ･ﾒﾃﾞｨｶﾙ株式会社 107 経皮的冠動脈形成術用穿刺部止血材料  \27,200
221ADBZX00071000 ｼﾘｺｰﾝﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ 富士ｼｽﾃﾑｽﾞ株式会社 004 在宅寝たきり患者処置用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
221ADBZX00071000 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

ｱﾙﾌｧﾃｯｸ ｿﾞﾃﾞｨｱｯｸ ｽﾊﾟｲﾅﾙ ﾌｨｸｾｲｼｮﾝ ｼｽﾃﾑ
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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21年9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

219ACBZX00031000 ﾊﾟﾉｰﾗ19 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
221AABZX00124000 ﾌﾟﾚﾋﾞｽﾀ-ﾕﾆｽﾘｰﾃﾞｨｰ 日本ﾒﾃﾞｨｶﾙﾏﾃﾘｱﾙ株式会社 歯科ﾊﾟﾉﾗﾏ断層撮影ﾃﾞｼﾞﾀﾙ映像化処理装置

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)
219AFBZX00021000 ｼｸﾞﾅﾃﾞｭｰﾙ 睦化学工業株式会社 035 硬質レジン歯  前歯用 ６本１組 \619
221AABZX00050000 ｼﾞｰｼｰ ﾕﾆﾙｯｸｽ 株式会社ｼﾞｰｼｰﾃﾞﾝﾀﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ 027 陶歯  前歯用 （真空焼成歯） ６本１組 \1,793
221AABZX00050000 028 陶歯  前歯用 （真空焼成歯） ６本１組 \1,793
221AABZX00050000 029 陶歯  臼歯用 （真空焼成歯） ８本１組 \966
221AABZX00050000 028 陶歯  臼歯用 （真空焼成歯） ８本１組 \966
221AFBZX00025000 ｴｽﾃﾗｲﾄﾌﾛｰｸｲｯｸ ﾊｲﾌﾛｰ 株式会社ﾄｸﾔﾏﾃﾞﾝﾀﾙ 049 歯科充填用材料  Ⅰ １ｇ \704
221AIBZX00028000 ﾋﾞｭｰﾃｨﾌｨﾙ ﾌﾛｰ ﾌﾟﾗｽ 株式会社松風 049 歯科充填用材料  Ⅰ １ｇ \704
221AKBZX00099000 ﾀﾞﾝｼﾙﾊﾞｰⅠ 株式会社日本歯科金属 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
221AKBZX00100000 ﾀﾞﾝｼﾙﾊﾞｰⅡ 株式会社日本歯科金属 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
221AKBZX00101000 ﾀﾞﾝｼﾙﾊﾞｰⅢ 株式会社日本歯科金属 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

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9月１日
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