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保 反発0311第� 3号

平成�  23年� 3克� 11只

地方厚生(支〉潟医療課長

都道府県民生主管部(局)

国民健康保険主管繰(部)長�  

都道府県後期高齢者医療主管部(周)

後期高齢者医療主管線(部)長

| 殿

「特定保険阪療材料の材料価棒算定に関する

寝耳家事演についてj 等の一部改正について

今段、特定係書生医療材料及びその材料徳格{材料錨格基準) (不成給与淳主主労{働省告

示第61号)の 怒が平成23年懸念労綴をぎを告示第46号をもって改正tされ、平成23年� 4克� 1

良から適用することとされたととに伴い、下記の通知の一造審議ど別議殺のとおり改正し、同

白から滋用することとするので、その貫主扱いに遺漏のないよう、選者年寄下の保険医療機関、

努変支払機関等に立すしてj湾総徴主主役図られたい。

記� 

5JIJ添� 1 r特定保険医療材料の材料倣格算定に関する留意事項についてJ(平成22年� 3

月� 5日保医発0305第� 51予)の…部改正につし?て

別添� 2 r特定保険医療材料の定暴露についてJ(平成22年� 3 Jl5録保箆発0305第� 8号)

の一部改正について

一円山
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置茎E

「特定保護主E主療材料の材料{飯事務事事交をに|認する留意事項についてj

(平成22年� 3月 5日係医発0305第 5号)の一部改正について� 

1 1の 3の(17)に次のように加える。

材料及びインサートが組み合わされ一体化されている製品を使用したJ際特1lI!� コエ

場合は、それぞれ算定する α� 

2 1の� 3の似l:a:次のように改める。

人工事手

ア 人工合i土、それぞれ以アの場合に第支をできる。� 

a す李総炎、骨・関節感染復、慢性関節疾患、代謝性骨疾感、外傷性骨疾患若

しくは脅経壌の病巣掻限後 (J)補考察に用いた場合、これらの決勝の治療のため

に自家骨移綾を行った結果その欠線部伎の補填を目的として使用した場合、

頭議欠損害s若しくは骨窓部の光撲に使用した場合又は鼓家形成術に使用した

場合� 

b 	.?fし用型・非吸収型・骨形成促滋裂につい?ては、新鮮な長管f舎の骨折で骨欠

指誌の毒事しい場合において、欠損部伎の檎壌に使用した場合� 

c内総正3・綴潤用、経体医定F誌については、原発注脊稔怒性灘療護ましくは悪性

駿義務の努捻転移後の擦の幸子稔E認定又は守樵霊室、推薦荻へノレニア務しくは智雄

分離� すべり症に対する響縫関支柱念行う緩合e

d、選手F詩型・頭蓋骨・喉頭気管郊のうちトルコ鞍プレートについでは、下垂体

又i注視床下喜容の麗蕩橋徐の結果念し?でトノレコ鞍の欠損部補主廃合行う場会� 

e 専用裂・頭姦脅・喉頭気管}殺のうち板宿底スベーサについては、限寵床骨

折議室後会行う場合� 

f 専用型・頭蓋骨・喉頭気管用のうち下顎骨補綴材については、下顎骨臆療

又は下鎖骨外傷の治療として欠綴補者緊そ行う場合� 

g. 符燥用腸管稜用については、勝手守稜を移植骨として採取した後の欠損祷袋

、!念行う場合� 

h キ…Jヤボンについては、脅移縫に使用した場会 


.イ スクジニゑ}併用局はスクジニえ ~l ヌド当たり 2 mLを限度に算定する。
 

3 1の� 3 t()(60)のイの� b:a:次のように改める。 

b 心線電気生理学的検査機能付加援の� f心房内・心室内全域型J と、� fアブ

レーシ� ωン機能付き」の両方会使用した場合は、主たるもののみ算定する。� 

4 1の 3の(64)のウを次のように改める。

ウ 総込裂(拍動流型)を植込みから� 3年以内に再度植え込む必裂が生じた場合

の材料価格は所定の価格に含まれlllJlと襲撃定できない。



5 1 の 3 の{臼)のエ中 f漆込援j 者~ r綴込差益{始動流墾)J1こ改める。� 

6 I t:03の(64)Iこ苦ためように泌えるα

オ緩込型{非拾動流裂)の材料餓絡には、血液ポンプ、送d乱用人工血管、脱血

湾人工血管、コントロ…ノレユニット等の材料価格が含まれ、� )}IJに算定できない。

カ 緩込型(非強要勤続殺) (水循環回路セットを徐く。)を植え込み後に再度植

え込む必要が生じた場合、及び71<循環回路セットを、前回算定問者ど起害事日とし

て3か月以内に算定する場合には、その詳細な理由を診療報酬明細警察の摘聖書欄� 

1;:記載する。

キ 植込型(非拍動流裂)は、心臓移植適応の重症心不全愚者で、薬物療法や体

外式補助人工心臓などの補助繍澱法によっても継続した代償不全に陥ってお

り、かっ、心臓移槌以外には数命が悶難と考えられる症例に対して、心機移緩

設での循環君主妻子iこ使用するα� 

ι ク 穣込型(非拍動流型)は、き当該材料を用いた手投に関する所ヌ訟の研修会修了

した医師が使用した場合に淑り祭主をするa

ケ 権込型{非始動流型)~使用じた努公の手投料(入院や Iこ凝る Q 的問問まで。〉

は、区分番号� rK6 0 4 J緩込製織駁i人工心識を準局する。ただし、� 91日段以

降については、区分番努� rK6 0 1 J λ工心姉� 1 初日を 1月につきnr羽算

定する。

コ 積込型(非始動流裂)を使用している慾者であって入院中以外の者について、

モニター、バッテジ}及び充詩話機の使用方法の説明等療養上必裂な指導者?行っ

た場合に、区分番号� rK601Jλ工心肺� 1 初日を� 1月に� 1間安限度とし

て算定する。この場合において、モニタ←イバッテリ}、充電機絡に援する費

用は所定点数に含まれるd

サ 犠込型(非拍動流型)を用いる場合(区分番号� rK601J 人工心泌を算定

する場合を含む。)の施設議長畿は、区分番号� rK604 J主主込製機単語人工心織

の施設基準に準じる。ただし、� r(5 )移糠関係学会合潟委員会において、心

際移植手鋳を実擁するものとして選定された施設であることパについては、

関係学会から示されている基準に議づき、当該手僚が適切に実施2きれると関係

学会から認定された施設とする。また、当該材料を思いる施設は、現に区分番

努� rK6 0 4Jの施設議長準令懸けよ認でいるかどうかにかかわらず、区分番安努� rK 

6 0 4 Jの施設基準の届出に必擦な様式考察に準じて、改めて届けけ1'ること ω ま

たその際、関係、学会から認定怠れた筋設であることを託する文警の診しそ添付

すること o 

7 1の3!と次のように加える。


(四) 外科用接着用材料 

当該材料は、� 1回の手討すにつき 30mじな限度として算定する。
 

交換用経皮経食道宵管カテ…テソレI)(9
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ア 当該材料を初聞に留置する場合の学技料は、区分番号� rK5 2 0 J食道縫合� 

1 類部手宇野を準用する。この場合、用いるカテ…テ/レ{当該材料をど苦言む。)

及びキットの焚用は所定点数に会3まれ、J.jIJに算定できない。

イ 当該材料金交換する場合の手技料は、区分番号� r]043 4J 望号療カテー

チル交換j去を準用する。なお、その際行われる爾像診務及び内視鏡毒事の費用は、

当該点数の算定伐に限り、ヱ屈に限り算定する。� 

8 (J.jlj紙)� 027の(2)中「カブあり・カブよ部吸引機能なしj の下に� r.標準製j を、

「気管内・吸引なしj の下に� f・標準型j を、� i湾(2)の次に次のように加える。

品開時 カフあり・カフj二部吸引機能なしー特殊処理怒

気管内・吸引なし・特殊処理型� 

9 (別紙) 057の(4)9='r大腿狩側材料・大腿骨ステム(1) Jの 下 に い 標 準 裂j を、

向付}の次に次のように加える。

{州 大混骨イ到l材料・大腿脅スデム(1)イ特殊型

人工股関節目� P …� 4-2 

10 OJIJ紙)� 058の山中 r~符機材料・全置換潟材料(I )Jの下:に� r.標準型j を、

同(5)の次に次のように郊える。 

(5-2) 鰹骨線材料・金援換用材料(Iい特殊型 人工膝関節KT-5-2 

11 (別紙) 078の{ゅの次に次のように加える。� 

…詩型・機体骨鋭部関鎖用F薬事� (15-2) 入:む骨・� AB 192

専用型..ズクリヱ1…併用用 人工脅・� AB-19 3叫� 

、ー



1 

2 

藍窒ヨ

「特定保険医療材料の定義語についてJ(平成22年� 3月� 5s 

{系ぼ発0305第� 81予)の一部改正について� 

の¥1lの①を次のように改める。027衰の肢の11話

こ、Jf区、分i3惑とj区分i2の山中027別表の肢の� 

に改める。� 

3 別表の証の027の(3)の命令「カブあり{カブ:l:部吸引機能なし)Jの下に「・綴準

恕j を加える。� 

4 BIJ衰の� IIの027の(3)の窃のイ中 iCDJ そ「、③JIこ改め、イをウとし、ナの次に次の

ように加える。

イ カフ上部に貯留する分泌物又は誤燃による薬物告と吸引するためのノレーメ

シを手fさないこと。� 

5 .BiJ殺の Eの027の(3)の③そ@とし、母の次に次のように加える。� 

③ カフあり{カフJ二部汲引機能なし〉・特殊処理裂

次のいずれにも該当すること。

ア カフを有すること。

イ カフ上部に貯留する分泌物又は誤蝶による薬物を吸引するためのルーメ

ンを手まさないこと。

ウ 殺菌コーティングが銀を含有する毅水性コーティングであること。� 

.6 .IJIJ表の阪の057の(2)J:tT大総学十側材料(、吉区分)Jそ� f大腿骨仮u材料(7区分)Jに、

「合計13区分J告と?合計14区分j に改める。� 

7 BIJ表の� Rの05才の� (3)の命令「大腿f号機材料・大腿管ステム(I)Jの下にい綴空襲

裂j を、同(l)に次のように加えるα

ウ ③に該当しないこと。� 

8 別表の� Eの05才の� (3)の⑮そ⑬とし、訟や「③から@J を「⑬から⑫J Iこ改め、⑫告と

部 薬事法承認又は認紙上、類別が� f機被器具� (51) s長療用噴管及び体液誘導

管j であって、…般的名称が� f短期的使煎換気用気管チューブj、fコーノレ滋

換気潟気管チエネ…ブj、「非コール型換気用気管チュ…ブj、f換気用補強型気

管チューブム「換気用気管支チュ…ブム「短期的使用口腔欄頚チュ」ブJ、f

事後日腔チ二%…ブJ、「絞殺約使用口俊i智頭気管内チュ…ブム「長講義的使用口際

総頭気管内チューブJ又は� f抗菌性換気煎気管チュ…ブj であること。� 

f合計� 3区分J~ i合計� H草分j



⑬とし、@や� f⑤、⑬及び、@Jを� f⑬、@及び⑬jに改め、@を⑬とし、⑬を③とし、

③に次のように加える。


ウ ⑮、⑬及び⑬に該当しないこと。
 

9 	JjlJ表の� Eの057の(3)の⑨中 f⑮から⑫J 惑と「⑪から⑬Jに改め、@を⑬とし、③会

⑨とし、⑦の次に次のように加える。� 

③ 	 大腿骨側材料・大腿骨ステム(Iト特殊型

次のいずれにも該当すること。

ア 股関節の機能会代替するために大総符側iこ使潟ずるステム(弱震換尽を

合む0) であること。

イ 留定方法が直接回定であること。

ウ 骨との闘主主力を強化するための以下の加工等が施されているものであっ

て、その趣旨が薬事法界認事項又は総統事項に明記されていること。

ポーラス状のタンタノレによる表ffii加工

刻表の Eの058の山中.r4区分j を� r5区分J I之、 F合計 13~ま;分 J .r合計14区分j

に改める。� 

11 別表の互の05告の(3)の命中 f姪骨仮)J材料・食後換用(I) Jの下にい標準型j を、

同⑤に次のように加える。

エ ⑦に該当しないこと。� 

12 	 別表の立の058の(3)の⑬を@とし、⑬中「⑬j 告と「⑬j に改め、⑫を⑬とし、@を� 

こ改め、⑬告ど@とし、③を⑧とし、③惑と@とし、舎を③JI⑫f告とJ⑬とし、⑮中「⑬� 

とし、⑤の次に次のように加える。

(I)・特殊毅m経?号線材料.燈換� ぐち

次のいずれにも該当すること。� 

7 膝関節の機簡を代務するために綴f号制jに使用する材料であること。

イ 置換する部位が金置換用であること。

ウ 固定方法が直接|司定であること� o

エ 骨とのE認定カを強化するための以下の加工等が施されているものであっ

て、その趣憶が薬事法承認事項又は認絞事項iこ努記されていること。

ポーラス状のタンタノレによる表部会OJ二
令� 

13. ~Ij畿の豆の 078の (2)cp r 9区分j を� r11区分JIこ、� f合計16区分j そ� f合計� 18区分J

に改める。� 

14 	 別表の Eの078の(3)の⑬会⑬とし、⑬の次に次のように加える。 

⑬ 	 専用裂・継体符倉Ij部閉鎖用

脊椎圧迫骨折の治療のため人:ヱ'丹'投機体内に充填した後の、機弓板潔郡部



I' 

の閉鎖に使用するものであること。� 

③ 専用裂・スクリュ…併用尽

次のいずれにも該当すること。

プ スクリュ…と併用して使用するもので、あること。


イ @に該当しないこと o
 

15 別選去のEの07舎の(j)の岱のイ中� f悪性脊縫媛蕩Jを� f悪性脊機臓器第又は手李総菜重症j

に改める。� 

16 呈当選誌の� Uの112の(3)の⑤中 fトリプルチャンパ」の下に� r(I型)J 愛知える。� 

17 別表の立の112の(3)1と次のように加える。 

⑥ トヲプノレチャンパ(1I型)

次のいずれにも該当すると:と。

ア� トヲブルチャンパ裂{心房及び関心室でセンシングヨとはペーシング~行t

うものないうJ であるとと o

イ レ}ド応答機能及び上議室性頻拍抑止機会撃を有するもので、あること。

ウ 援護伝導寝室視裂心室長べ…シング抑止機能を有するものであること。� 

4を「合計j区分3合計fに、J区分r3告とj区分r2中(2)の121、120畿の立の18 )3IJ 

区分Jに改める。� 

19 )3司衰のUの120、121の(3)の②を次のように改める。

③兵種心綾弁(1)

次のいずれにも該当すること。

ア デ宇開閉部分がとト以外の動物の心模由来のものできbること。

イ ③に該当しないこと。� 
〆� 

20 別還をの涯の� 120、121の(3)に次のように加えるo 

③ 異緩心膜ヂ子{豆)

次のいずれにち該当するとと。

ア 弁務間部分がどト以外の動物の心膜尚来のものであること。

イ 石灰化疫抑制ずるための組織力日滋処暖が施されていること� o

21 別表のEの129の(2)中 f体外型及び壌込型」を� f体外型(1区分)、棟込猿{始動

液型)� ( 1区分〉、植込製(発拍動流裂)ー (2区分)及び水循環閉路セット(1区分)J 

に、� f合脅t2区分j ぜを「合計� 5区分j に改める。� 

22 別畿の立の129の(3)の窃を次のように改める。

②総込型(拍動流怒〉



次のいずれにも該当すること。

ア� 3重症心不全患者で薬物治療や体外式機助人工心澱等による悠の徳潔

法では治療が密難であって、心機移縫行わなければ救命が磁襲撃な妥E{?iJに
対して心臓移植までの待機期憾の綴務攻撃撃を� g約として使用される繊込愛

機助人工心駿セット{血液ポンプ、� i差点潟λヱ血管、税血黒人工血管、送

生体由来人工2心機弁、税鼠F話役体燃楽人工心鱗弁、コントロ…ノレユロ

ットを含む。}であること。

イ 始動流整ポンプであること。� 

23 	 別表の� IIの12告の(3)fこ次のように加える。 

③ 	 植込裂(非拍動流型)・織気浮上裂


次のいずれにも該当すること。


ア 心臓移植適応の重症心不余患殺で、薬物療法や体外式補助人工心臓など

の繍助循環法によっても継続した代倹不全に|沿っており、かっ、心臓移権

以外には救ノ命が思難と考えられる指定例に対して、心臓移植まだの循環改選華

に使用される、植込型補助人工心臓ゼット{血液ポンプ、送血用人工1m.管、

脱血用人工血管、コントロ…ルユニット考察を含む。〕で、あること。

イ	 磁気で浮上する羽根を持った漆続液製迷心ポンプであること O 

L④ 櫨込裂(非始動流型〉・� 7k苦言環型


、次のいずれにも該当すること。

ア 心綴移植適応の重症心不全患者で、幾物語録法や体外式橋号主人工心議など

の祷助循環法によっても継続した代綴司てきたにFあっており、かっ、心鱗移植

以外には救命が窟難と考えられる然倒に対して、心臓移複までの循環改善

に使用される、植込型補助人工心臓セット〈血液ポンプ、送血用人工血管、

鋭必用人工血管、コントロールユニット宅事会合む。)であること。

イ @:a:用いて水を循環させながら、回転軸に取り付けられた羽根を回転d
せる、連続流型遠心ポンプであること。

@水循環図路、セット

次のいずれにも該当すること。

プ 液体を血液ポンプ内に循環� dせることにより、軸受の潤滑及び血液ポン

プ内部の冷却等を行うものであることh

イ ④と級み合わせて使用するものであるこど。� 

24 	 別表授の� ll!こ次のように加える。� ， 

166 外科F号室奈去費用材料
J 

j 


定議集

次のいずれにも該当すること。


であって、一般j整形用品4)医療潟ぷ(fがIJ議義務法承認、又は認註上、類J5� {討

約名称が「アルブミン使用接着剤j であること。� 

(2) 	プノピブミンとグノレタノレア/レデヒドの共翁総合により、組織等の接着及び止血



:{r隠約として使用するものであること。


ホノレムアルデヒド安合符しないこと。
 

l自7 交換用経皮経食滋際管カテ…ラr;レ

建議案

次のいずれにも該当すること。

薬事法承認又は認証上、類霊IJが「機械器兵 (51)医療用時署管及び体液誘導管j

であって、一般的名称が f長期的使用経勝栄幾キット J あること。

緩皮緩食道的に潟、競などの消化管内に留澄するカテ…テルであること。)(2 



「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項についてJ

改 IE 後 

Z 診療幸重鱗の繁主主方法{王子五支泌総長草食労偽有言告示第 59号)(以下 f事事定

方法告示j といラ.)}j1Jきを第 -s産科診療孝義援品交委主きをに湧する家宅夏 

3 在宅復襲撃の線以外の部に主量定する終主主保険医療材料{フィノレム食事主く。)

に係る耳支援い

初人工員交際費百周材料及び人工膝関賞ii用材料

ア~ウ (聞各)

エ 腹背側材料及びインサ}トが車11:<みゼテわおれ一体化されている製品

を{段Jilじた場合は、それぞれ笈察するの


総人工勢 


三一人 :ζ守警は、それぞれ以下(f)場合に務主主できる。
 

A 1号綴炎、守号・鑓節感染窪、儀後燃費旨茨底、代替fi全特芸実感、外務数

号号室実怒若若しくは脅陵痕の病巣主義限後の繍壊にJilいた場合、こオしらの

疾E患の治療のために自家骨移被告E行った結果その欠損部般の補撲

を悶的とじて使用した場合、耳覧室華欠十員部務しくは骨窓郊の先機に使

用した者接合又は鼓主主形成術に使用した場合 

j之 荘LJ羽芸誌・要事吸収型・骨形成1.処i議援については、新鮮な美智号警の合

ま庁でf号欠主義の毒害しい場合において、欠主義務{立の織婆に俊子号した機会

」乙 襲撃弓・薬事関 F号、殺体 5塁定 F号については、原発後脊雄主芸後 5重要義務し
くは塁悪役緩擦の孝章者監事正移後の擦の待機鈎lE又は脊椎症、中盤問者支ヘノレ

ニユア務しくは待機分離・すベ P療に突すナ-i5待機国定を行う場合

エL 専用書誌・草賞選革特・喉頭気管用のうちトノレ口鞍プレートについては、

下宣告休 JZJ立視床下部の腫療摘除の紡糸としてトルコ鞍の欠機部繍

壌安行う

三三 芝草月毅・護震建をf号 喉頭気管潟のうち喜良綴 R霊スベーすについては、z

B菱怒5較す警析さ襲警まを行う議合

自(療法ぎ)

(平成 22 年 3 月 5 日係医発 0305 第 5~ラ〉の一部改正について
{傍線の訴のは改正総分)

現行  

I 診療事喜織の議事;定方法{平成 20主手厚生労偽有考会主表委事 59号) (以下 f焚主主

方法告示 j という。}おきま第一医科診療事義務Hぷ数決に演する事演 

3 在宅医療の総以外の鈴に規定するも特定保険B菱液材料(フィルムを淡く。)

に係る取扱い

側人工股関節用材料及び人工膝関節 F目材料

ア~ウ(略)

{場人工合


人工脅i士、与それぞれ以下の場合に襲撃建で怒る。
 

攻守寺1生骨疾患、タト奇襲'1性総書白書長総、代謝J骨髄告発、特・関節感染症、漫z 
疾患若しくは符媛悠の病巣掻JI~後の機嫌に用いた場合、これらの革路E患

の治療のために陶家骨移植を行った総書院よその欠損部位の補壊をE閥的

として使用した場合、頭蓋欠損昔日若しくはサ慾部の充壌に使用し 1どを暴
合又は鼓銭形成衡に使用した場合

土、新鮮な長号苦労の1.季折i・脅形成促進塁裂について2汎用裂・非吸収費 ここ
で脅欠畿の毒害しい場合において、欠主義郎佼(f)綴考案に使用した場合

之 後i=}・車棄罪主潟、機体長需主主用?とついては、深夢毒性毒事後惑'控立重要喜重苦しく

は悪性鐙擦の待機最長移後の擦の脊宇佐観主主)"0まヰ李総症、椎潤板へノレニユア

若しくは脊維分商m.ナベり症に対する脊後悶慰安行う場合

三 専用型・頑強襲符・ 0倹耳買気管用のうちトノレ口敏プレートについては、

下垂体又は視床下昔日の媛務摘除の結果としてトノレ口絵の欠援部被淡

を行う場合

主主 導F喜怒・夏翼連若伶・ 2後滅多気管局のうち霊長表選立憲スベーサについては、綴

書室床管主奇整石震を行う機会



i 翼手F話芸退・翼夏草壁骨て・喉頭気管局のうち却下警葉狩綴綴本ぎについ7ては、下

警護合議室事態3之は下草案守号外傷の治療としてよ記ま翼手議壌を行う場合� 

.lL 管室窓F総勢f守宅愛用については、勝脅殺害と移者査す号として採取じた後の

欠t員補Z廃合行う場合� 

h キールボンについては、骨移纏に使刻した場合

イ スグリェa…併用用はスクりュー l 本当たり 2mL~限度に算定する..-

制 埋込王立心臓ベ…スメーカ}用� Pード、体外式λースメ}カー用カテー

テル篭極

アー{賂)


イ 体外まえベ…スメーカ一月カデーテル殺事震


a {聖書} 

b 心i議襲喜多患さ主主察特色検査機能付加型の f心機内・心主主内全i或型iと通� 

fアブレ…シヲシ機能付き|の両方を後潟し?と機合は、主たる:hの

のみ算定するa 

ω補助人工心臓セシト

ア及びイ (絡)

ウ 綾込塁送(始動波書室〉を綴込みから� 3年以内に湾主主緩え込む必要主主生

じた言語会の材終総務は所定の価格;乙含まれ}3IHと議事ヌをできない。

エ 櫨i主要護〈数激派望選〉� 6ワ事持HiIIi絡には、必詩支持fシブ、送泳用人工血管、

成長立舟人工長立後、えまお筋金体盗系人工心綴券、税ふF詩集体出来人工心
ー

務弁、コントロールエエニットの材料箔柊語Zfぎまれ男誌に事事定できない。
;t 植i丞裂〈非総務統芸誌)の材料価格にl丸一血液ポンプ注送血用人工血

管、脱血用人工JUl紙ロントロールュー立ト俸の殺1sl価格が含まれ当

別に算定でmい忽

カ 植込裂{蕊始動流:裂) (水優環回路セ:2トを除く J を様え込み後

に再度携え込主p必要悪がゑじた場合主及び水害重要議長話番長セ:2トを、前回算

定日を起主主自として� 3か月以内に算定する場合には藷その詳細な理由

を診療報務ßIjFJ~謡警警の議華害者襲 iと記載する g

ゑキ号緩要事局援等裂又 ・室長室主脅・敬競合忍号変郊のうち下顎骨様毒装事すについては、下顎
i立下顎脅タト惨め?合意義 して欠領補壌を行う場合� 

手守霊童F封勝骨稜郊については、品量管稜を移榎骨として採取した後のよ記

t員補撲を行う場合� 

ネキールボンについては、怜移械に使用した場合

側 主113みまえ心臓ベースメーカ-ffl9…ド、体外式ペ←スメーカ カテー

うわレ'後者霊

{襲各〉ヲア

イ 体外式ベースメーカー潟カテ…テル後者霊� 

a {露各} 

b 心霊童電気生理学的検主主機官官佼郊話器の「アブ、レーシ顎ン機後イすさJ 

は議心E害拠塾の治療を際的としてiま舟した場合のみ算定でを

紛争補助人工心臓セット

ア及びイ (賂)

ウ 草芝込塑を準込から� 3年以内iと手存度寝込む必要が生じた機会(})材料

級事各;主選考廷の価格にfきままも}31J1こ務主主できない。
応 義室込裂の卒者家HiIIi絡には、話主導更ボンブ、送盗用人工血管、� E延長立F詩人ヱ

長江守妻、五受賞江湾全体由来人ごと心喜畿弁、総必湾全体由来λ工心誠弁、おン

トロ…jレユニットの材料錨絡が主れ，}3IHこ算定できない。� 

三千 事室込裂{務救護訪者意慾)� I土、心綴移植適応の宝章者ら心不会主義者で主薬物:



療法や体外王立春きめふエ心1綴などのき喜助循環放によっても継絞した f-t
後不全に陥ってお久かっ機移種以外には救命主主題葉撃と考えられ 

4参

る疲例}こ対して、心機季多緩までの事話事量殺事警に使用する恩

ク 有車込君盟{非拍動流岩出L1主主当該材料食用いた手技に隊十る完売主主の研

惨殺修了した霊童書ぬ~盗用した主義会iζ限目算定する袋

ケ 事案込型{非総数液型}を使F話した場合の学校料〔入院史に絞る JQ

経自までa・) r九区分養母  rK6n 41 :機込裂檎盟主工心臓を準用す

るq ただし、 91自国 1込書撃については=ぼ分霊番号 rK601i人工心 

E市 1 ヰヲ]箆をlJH;:勺き l lEl~車工E7r~

コ 車道込型(非拾室主流型]を使用している愚者であって入院中広外の者

についてミモーター、パ zテリー及び充電機の佼煎方法の説関空事療養

上必要な潟毒事会行った主義舎にき区分番号 rK6011人工心主事 1 初

日をl.lDこ 1罰を限皮として算定する袋この場合において主管ーターョ

パッテリ…主交官撃機理事に要する警告期は街定点数iと会議れる。

サ 害後iみW(非始動事主主主)を用いる緩会 i区分稼予告 rK6011人工心 

n内を算定する場合合会主t..Jの施設基準は表 EE分番号 rK604J:淫

込型機立与 A3こ心臓の施設さ喪主撃に準じる e ただし註 ~著書者室関係学

会合陶芸霊長室会?とおいて 3心1議移事童手術会実主主するおのとして宝量定され

た施設であるとじ!については込綴係学会から糸 dれているま事後に

援づき、当該手絡が途切に実施 dれる ξ関係学会から認、定された施設

とする窪ままとコl1i該材料きと汚いる施設は議き晃tζ区分番号 r}宣告 041

の施設姦獲さと濁 tt出ているかどうかにかかからず、区分譲李珍 rK60

1:.1の施青空芸事室塁の届出に必華客な様式毒事 iと主韓じて泊改めて』請け出ること a

またその堅持=盟主系さ詐当きから認定義れた施設であることを吉正する文畿の

宅事しを添付すること。

側外科用談務用材料

当該材料 i丸 1毘の手術につき 30mLを線Eまとして算定する a

総 交換用車華 E主緩食主重湾管カデーテノレ

ア き議奪実材料を初控室に後援する場舎の学技斜;士通区分署番号 rK5、2.0J 



食道縫合術 1 霊買事 E手衡を主墜 F脅す主主 aこの意義合沼周いるカデーテル

{当該材料を含む..l及ひ、キ2..:lの事告 F話は所主主点数にfきまれ湿 Bせに 2事 

JEできないの

イ 'i:i該材料を 3E換する場合の卒後料払区分喜容を璽

需主カテーテル交換法を主襲用する盆なお注その後手?われる E議後宮多額及び

内線鏡毒事の費 F警は、'i:i2亥是正襲支の算定自に綴久 la設に怒号事筆慾ずる a 



{参考)

「特定保i控室筆頭襲殺事専の材料価格算定に草書する留殺事項について) (平成22年� 3 Jl5担保援苑030話書籍� 5号)� (ßIJ紙)の一部竜~jflζついて
{傍績の部分は改正謝罪分}

改正聾

{完輔氏) 相j輯]

き思 ff 

時� 7気警内千品』プ

告ホ司除 葬祭幹� 

告'271民管内ず品一プ

f智欣4島 実葬場糸

司、

。}カアあ窃・カフ上競吸器機能'"り� j気管内� e鳴引あり (1)カフ2あり・カフ上部盟理i犠擁護うり 気管内� a蟻引あり� 

a室Z重2主'主z.l;部!lI引撞盤なら司J1.I盟型 盤輩出犠鵠引な」・彊聖霊� 4 aカア皇室ー謹z.l;郎盟書i擁龍な� L 空軍笠啓・盛霊iなL 

i~古i カフ島空噌謹z.l;棚睡引盤謹主 k ・霊畳韓間期 3草5ま臨� e議書|なし色瞳盛盤盤謡� 

(3)カプなし 抵管内・カフなし� (3)カプなし 気管内・カフなし

時� 7人工股問者節舟紛終� 051人工股関鈴鹿特科� 

Il)-(3-2) (路} 

j'詰i本賜:l!I:醐駐詮ー孟盤霊兵:z:ムUL:盤携帯� 

話-'21大掛骨骨回世、主鑓鷺」真意ムUL:盟盛盛
1:AAZZ除問飾臼� F何時�  4 

験閉鎖HF-4-2 

(1)-(3-2) 情)� 

1<)dT獄骨側材料+全線唱骨"苧ム(J)� λ主将悶飾HF 4 

(5)-(9) 〈務)� (5) -(9) {暗} 

058人工IJlIl!l欝鋼材料� 058人工後総務綴純斜� 

(0-(4) {絡} 

i乱』型特fRI材斜字企智識調耕料(J)・撫慾様� 

張d誼』唱拙1誼畳・生設謹畠謡艶UL:特議場� 

l人工鯵需鎗KT 25 

lι工臓朗髄KT-5-2τ 

(1)-(。 {際} 

(防日型特僻l粧料・傘型聖築用材料(J) 人エ牒関覇気す…� 5

(6)-(12) 

前容人工骨� 

{時] (6)-(12) 

07'人工雰� 

{略}

(l) -(15) (略}

f I. S~23 電zm毅‘縫佑骨骨11賢1毘星島 

(15-3)線路騨鬼スダ� ljュ俳周周

(16)特殊型 一」'人工骨� .AB-1 9向� 3 

人主!t'AB-20 

111 -(15) 

(16)特殆型

(絡) 

人工脅� AD…� 20 



〉

(参考)

「特定保険医療材料の定義についてJ(平成 22年� 3月 5日保医発� 0305第� 8号)の一部改正について

(傍線の部分は改正部分)

改正後 	 現� ff 
(別表).1(別表) 

E 医科点数表の第2章第� 3部、第4部、第� 6部、第9部、第10部及び第11III 医科点数表の第2章第� 3部、第4部、第6部、第� 9部、第10部及び第11

部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格� | 部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格� 

027 気管内チューブ、� 

(J) 	 定義


次のいずれにも該当すること。
 

① 	 薬事法承認又ば認証上、類別が「機械器具� (51) 医療用噴管及び体

液誘導管」であって、一般的名称が「短期的使用換気用気管チューブ」、

「コール型換気用気管チューブ」、「非コール型換気用気管チューブコ、

「換気用補強型気管チューブ」、 「換気用気管支チューブJ、 「短期

的使用口腔咽頭チューブ」、 「咽喉口腔チューブ'J、 「短期的使用口

腔咽頭気管内チューブJ"-r長期的使用口腔咽頭気管内チューブ」又

は「抗菌性換気用気管チューブlであること。

②(略)

(目機能区分の考え方

構造及び使用目的により、カフあり(立区分)及びカフなしは区分)

の合計4区分に区分する。

(国機能区分の定義

①(略)�  

② カフあり(カフ上部吸引機能な� G)ニ盤準型

次のいずれにも該当すること。

ア(略)

イ カフ上部に貯留する分泌物又は誤礁による異物を吸引するための

ノレ←メ Lィを亙主主主~二よa 

027 気管内チューブ

(J)定義


次のいずれにも該当すること。


①薬事法承認又は認証上、類別が「機械器具� (51) 医療用明管及び体

液誘導管」であって、一般的名称が「短期的使用換気用気管チューブ、」、

「コール型換気用気管チューブ、」、「非コール型換気用気管チュープ」、

「換気用補強型気管チューブ、」、 「換気用気管支チューブ」、 「短期

的使用口腔咽頭チューブJ、 「咽喉口腔チューブ」、 「短期的使用口

腔咽頭気管内チューブJ)0主「長期的使用口腔咽頭気管内チューブ、」

であること。

②(略)�  

(2)	 機能区分の考え方

構造及び使用目的により、カフあり� (2区分)及びカフなし(1区分)

の合計立区分に区分する。� 

(3) 機能区分の定義


①(略) 
  

② 	 カフあり(カフ上部吸引機能なじ)

次のいずれにも該当すること。


ア{略) 




ょz.~設に震棄さ話しないとど。 に該当しないことill -{ ω

55 	 カブふち {カフ上害事吸引義筆書きなし} ・終喜業主義室霊登


主主のいずれにも務当することa
 り

アカブ争省するこI'，

イ カブと音31と貯留する分泌物又は綴燃による築物を吸引するための

ノレーメン=ir有さfよいこ1:::，

ウ 衆衛羽山ティングが銀を含有する是認7kl投口}ティングであると

よ""-
設カブなし 


7Jブ後手まさないこと。
 

057 人工E宣言書奪事潟材料� 
(!) (童書} 

ω 機総長5:5士の考え方

人工股関節i士、骨撚想!J材料又は大腿特例j材料に大)lIJし、次に規定する

固定方法、使用閥的及び構造によりそれぞれ怜燃側l材料� (6区分)、大

腿骨側材料(ヱ区分)及び単純人工骨頭(113::);)-)の合計11-区分iこ区分

する。

①{絡}

機童話区分の波緩{重 

①~③ {語各) 

⑦ 	 大腿幸子綴材料・大腿脅スデム(I)ニ援護議

次のいずれにも該当することa


ア及びイ (将)


ウ (8)に核l!1しないこ1:::
0 

③ 	 大~骨{即i材料・大lIì民骨ステム(I) ・特殊型


次のいずれに官、後当すること。
 

7 2安幸男撃ち'の機費量草子代毒害するために大義員努倒川俊F詰ずるステム{再登

事実用さと会主Fω) -cアあること 

議7Jフなし 


カフ会手写さないこと。
 

087 人ヱ主党関室主用材科� 

(1) (障害)
 

(21恥機飽区分の考え方


人工股関節は、骨盤強!J材料ヨえは大腿骨髄l材料に大別し、次に士見交世ずる

悶主主党子法、使用目的及び構迭によりそれぞれ骨盤j J¥!J材料(6区分}、大

腿怜{開j材料(.-2.区分)及び単純人3こ特渓(1 13:分}の合計Jl..区分に区分

する。� 

(j) (密葬〉

後総長主分の定義{議

①~お〈絡)� 

⑦ 	 大Jlj!!'j号f腿材料・大腿骨ステム(I)

~のいずれにも該当すること。 

7:&びイ (略)

へ/~



イ 題窓会霊長吉王室笠後続主主ヤあ;，sごや仇

ウ 脅との霊童文主力を綴fじするための以T の加工毒事会主主義 dtviごいるちの

であって、その滋険金支蓮芸家治承認事漢文はま怒絞務工震に君原記されてい

豆よよL

ポーラス状のタンタルによる表面加工

盛大腿骨側材料・大Ili開・ステム(II)

次のいずれにもま糞主議するこ左よ

プ及びイ{賂)

金 大量塁骨鎮g材料・大議選努ステムヘッ衣(1)

言えのいずれにも言葉主きすること。


ア{絡〉 


イ 豊から盛までに霊安当しないこと。


@.大腿骨側材料・大Jlj島符スデムヘッド(1I)

次のいずれにも核渇すること。


ア及びイ (略)

ウ ⑬、⑬及て~~@lこ在家主当しないこれ


銭大草量脅側材料・人ごζ符凝滞・モノポーラカップ

言えのいずれにもま棄さ議すること Q


ア {聖書)


イ 霊童、盆汲r:.，~銭』こま実主張しないこと。


盛大腿骨制材料・人工食綴周・バイポーラカップ

次のいずれにも該当すること。

ア(略)

イ 重量から重量までに絞しないこと。

袋単純人工骨議

人工骨重要事事入織に汚いる理1-1'話ステムであって、ステ Aとステムヘッ

ド書官が一体となってお号、分譲整不穏な構造となっているもので主うる

こと。 

材料・大腿脅;<.7'ム(沼)1):*際骨俄.@ 

3たのいずれにち該当すること。
 

71えて戸イ {絡}


金 大露塁f号領i財料  大E墨脅スデムヘッド(I)
z

苦えのいずれにも該当すること。

〈絡}フグ

イ 重量から臨までに該当しないこと。


盛大腿符側材料・大腿骨スデムヘッド(1I)


次のいずれにも該当すること。


ア及ぴイ (絡}


銭 火器義労組IJ材料・人ヱ青空翼双・モノポーラカップ

主たのいずれにも該当することと。


ア {襲聾}


イ 鋭、畿及び銭に該当し毛主いこと。


町盛 大忠良符倒j闘料・人工骨頚用・パイポ…ラカップ

次のいずれにも該当すること。

ア(絡)

イ。濃から盆までに該当しないこと。

重量ゐ長翼線人工骨漢

人:エ管支翼手事入衡に思いる翼手潟スデムであって、ステムとスデムヘッ

ド害容が…俸となってお争、分隊不書誌な機遂となっているものであるこ

と。



058 人工膝関節用材料 058 人工膝関節用材料� 

(略) (1) (リ(略)

(目機能区分の考え方 ω機能区分の考え方

人工膝関節は、大腿骨側材料、腔骨側材料、膝蓋骨材料及びインサー 人工膝関節は、大腿骨側材料、腔骨側材料、膝蓋骨材料及びインサー

トに大別し、'fi.に規定する使用部位及び固定方法の違いにより、それぞ トに大別し、次に規定する使用部位及び固定方法の違いにより、それぞ

れ大腿骨側材料� (5区分)、腔骨側材料(互区分)、膝蓋骨材料� (2区 れ大腿骨側材料 (5 区分J 、腔骨側材料(~区分)、膝蓋骨材料 (2 区

分)及びインサート� (2区分)ノの合計� 14区分に区分する。 分)及びインサート� (2区分)の合計l三区分に区分する。

①及び② (略) ①及び② (略)
 

ω機能区分の定義 (3) 機能区分の定義


①~⑤(略)� ①~⑤(略)� 

⑥ 腔骨側材料・全置換用� 0)二盤整型一 | ⑤腔骨側材料・全置換用� 0)
次のいずれにも該当すること。 次のいずれにも該当すること。


ア~ウ(略) ア~ウー (略)

エ (引と該当しないこ L


(ち 腔骨側材料・令置換用� 0) ・特殊型ー

次のいずれにも該当すること伺


ア 膝関節の機能を代替するために腔骨側に使用する材料であるこ


もよL


イ 置換する部位が全置換用であるとど n

ウ 固定方法が直接固定であること n

エ 骨kの固定力争強化するための以下の加工等が施されているもの


であって、その趣旨が薬事法承認事項又は認証事項に明記されてい


主主よL


ポーラス状のタンタルによる表面加工


盈腔骨側材料� J全置換用� (II) 旦腔骨側材料・全置換用� (II) 


J次のいずれにも該当すること。 次のいずれにも該当すること。


ア~ウ(略) ア~ウ(略) 

盈腔骨側材料・片側置換用(I) 盛腔骨但.~材料・片側置換用(I)


次のいずれにも該当すること。� 次のいずれにも該当すること。




ア~ウ〈賂) 


鐙� E受ラ母娘i燃料後片側霊祭刃包) 


さたのいずれにも該当すること。


ア~ウ く量約
 

@ B豪華華符材料骨膝護憲脅置換沼(I)


次のいずれにも該当すること。


ア� 1謀議事干の機能を代替する材料であること。


ィ� g訟に言葉巡しないこと。


盈 』豪華託事手材料.A豪華量管震換用� (ill) 


苦ためれずれにも該当すること。


フー及びイ 〈話芸}


金インサ…ト(1) 
  

rxのいずれにも該当すること。


ア {燃) 


イ 設に苦産主請しないこと。


盛インサ…ト(引 


次のい-r:rもにも該当すること。


ア及びイ (骨寄)
 

078 人工合� 

ω{絡}

俗、義議書室夜分(1)均三ヒヌ7

構造、後湾総約及び告をよ老妻E位によ号、ifLA!l護休区分}、専用型{主主

区分〕及び特殊製作区分)の合計主主区分に区分ナる窃

{母機能区分のだ議議

①~⑬(路) 
  

a一重星誕ニ法体骨量リ部閉鎖用

脊 機EEi自骨折の治療のため人工骨を縁体内に党嫁した後の、栓弓主畏

際創おの約委員lと後F到するむのであること� A

ア~ウ{絡} 


設� E iJ 話 〈豆}
霊守号{票日材料.JlliJ霊霊祭F

どたのいずれにも該当すること俗


ア~ウ{絡) 


銀 膝重喜骨材料・� 2事務1宇霊童書晃子羽� 0) 

次のいずれにも該当すること。


ア(略) 


イ 鐙tご該当しないこと。


設� E審議骨材料・膝重量符鐙主義照� (ill)


まえのいずれにも該当すること。


ア及びイ {重喜)


銭インサート� 0)

またのいずれにも該当すること。


ア〈絡〉 


イ 盆に該当しないこと
 G 

Q インサート(Il)


次のいずれにも該当すること。


ア及びイ (絡}
 

078 人I1雪� 

(I) (賂〕

機害程区分の考え方{号

事専i畿、使用日約及び使用部伎によ秒、汎用型� (6区分〕、専用滋(j主

義主分)及び特殊型(1区分)の合管十.l&JK分tこ区分する。

機骨量区分の定義� (3) 

。~⑬(略)



の 翼手F詩型選・スグリコ弘一併用用


次のいずれにも該当すること
 n

ア スグリ"'"…!-併用して使用する私のであると九


イ ぬに宮家主5しないこと
 n

立量 ヰ寺易業雪道


またのいLずれにも該当すること。


ア~ウ{際) 
  

079 1号セメント� 

(Jl 定暴露� 

Eえのいす認すじにふ該当すること。� 

① (損害) 

② 	 次のいずれかに該当すること。

ア (目的

イ 怒倣守寺中能勝機別主笠狸整症による有罪蓄性機体符折に対する緩皮的

機体形成宇野に用いて、疹痛の軽減を図ることを際的どする人工材料

であること� a

(~)及拭3) 際) 

112 ペースメ� 

(J) (絡} 

(2) 機総区分間〉考え方

ぺ-:;<.メーカ…は、次に規定する機能の有無等により~じま分iこ区分す g

る。� 

①~@ (絡)

機能区分の湾総� (3) 

①~④(略)� 

⑤ 	 トリプルチャンパ_(1製L

次のいずれにちま案巡すること。


重量 僚主来型選


次のいずれにもま薬さきすること。


ア~ク {撃事)
 

0791号セメント� 

(l) 主主義� 

;<;Zのいずれにも音楽巡すること。


①{硲) 
  

② 	 次のいずれかに核渇するこL
ア (日時)

イ 感性管宇佐綴綴による有痛性椎体骨折に対する綴皮約機体形成僚に

Jflいて、疹織の事基滅を滋ることを医鈎とする人工材料であること。 

(2)及む究3) 襲名}� 

112ιベースメーカー� 

(J) (絡} 

(2)	 機能区分の考え方

ぺースメーカ…は、� ;<;zlこ規定する機能の有無等によりよUK分にIz:分す
る。!

①~④(略)

機能区分の定暴露� (3) 

①~④(賂)� 

⑤ 	 トヲ:t!レチャンパ


次のいずれにもま実ぎ話するごと。




ア主主rJウ {目的 

③ 	 トジプルチャンパ{互援}


苦えのいすaれに卒、該当すること
m

ア トリプルチャンパ稽{心害警及び附心嚢でセンシング又はペ}シン

グを行うものをい仇)であるこ� 1ニt

イ レート lli~客機能及び上塗性綴拍抑止機能を草まするものであると

よん
ウ 安警護絞理事霊左線型心室ペーシング叙II主機能を容するむのであるこ� 

J-
-'="-

主主体弁・弁付きグラブト(主主体弁)121号、12

(1)(略) 

(2)	 機能区分の均え方

構造及び材俊によ号、全体弁(よuz:分〉及び弁fすきグラフト(全体弁)

江区分}広三合計二主区分に区分する。� 

(3) 全体弁 


定義
 

① {障害) 

② 	 具積心膝ヂF斗l.L.
次のいす成れにも該当するこ左ぬ

z-弁路島話線分がヒト以外の激物(J)心燦潟来のものであるとと。

イ {叡こま重苦蓄しないこ L 

③ 	 義理護1 t.'ß~弁 {豆}

設のい寸おれに恥該当するこれ

ア 弁関関節分がヒト以外の動物の心腹自来のものであること内

イ 右沃化令抑制するための級機加彼処鰹が施されているとど内


俗{略) 
  

ア及びウ {聖書〉 

120、121 主主体弁・弁付念グラフト(生体弁)� 

(lJ (略) 

(2)	 機能区分の考え方

構造雪及び材質により、主主体弁{え区分}及び弁手せざグラブト{主主体弁〉

(11d:分}の合計三区分に区分する。 

(3) 	 さ左手本弁� 

① (聞各)
r 

③ 	 災事重心膜弁

ヂF際競部分がヒト以外の級生毎の心思案由来のものでおること。� 

(4) (絡} 

129 補助人ヱ心滋号室主ソト	 ;12号 機導者[人む心臓セット



(1) (略)

(助機能ぼ分の特免;カ

使用方法及び対象主義務により体外型(1!R分)、秘仏糊(校1動流王朝)

(主区分)、機込製(数字告書訪者在意約 (2 !R分}及び水守護淡話器霊長セ v ト(主

豆念Lの合計草分に区分する。� 

(3) 	 機態依分の主主暴露� 

① {要各〉 

② 	 事室i基盤 。急務総重量〉


主たのいずれにも言葉Eきするこ.1::
0 

7 ]室主主心不さ主主義母者で薬物治療や体外式様助人工心臓毒事による他の衡

環繍耳IJtまではず合準賢治2殴襲撃であって、心臓移械を行わなければ敬命が

困難な症例に対してニIL'H議移植までの待機期間の循線放絞殺閥的とし

て使用される織込型補助人工心臓セット(血液ポンプ、滋肱lJfl人工

血管、脱均J詩人工血管、送血用生体由来人工心臓弁、� H見応用主主体由

来人ヱ心臓弁、エコントローノレ斗ニ';1トを会主r，)でらるとと。

イ� J 始動主主主選ポンプであるととィ� 

③ 	 義主込懇{務総喜弱者託制 ・磁気浮上主主


苦えのいずれにも議室さきすることの


ア	 心機務者室主審5訟の綾子窪心不令塁与すで、薬物淡手きや徐タ字以ひ議員主人工心� z

語誌な.1::'のネ蕗是主番重要還後によっても継続した代償不全に蹴っており、か� F

つ、心時量移議室以外によ主主主命が閤重量土考えちれる症例に対して、心臓

移植までの事簡潔設立滋iと使用される、植込型補助人工心臓t'J'ト(血

液ポンプ、� i法血F詩人工UIl管、脱I乱用人工血管、コントロ…/レニLニユッ

ト等書t:.-~守むα) であると.1:: 0

イ 磁気で浮上する3問機&持った涼続流型量あらポンプであること内

@植込主主(非始動滅型) ・水循環理

次のいずれにも淡さ封ずること狗

ア 心議最多綾3潟応の禁致盗心不~Jl悪者で、薬物事禁法や体外公著者堅金人工.t，

騒などのき議還さ守護意義おきによってをう総絞しだ代後不念iこ懇話ってお号、か� 

(j) (略) 

ω機能区分の考え方

使用方法及び対議長総省により体外型及び理込塁裂の合計Jζ区分に区分す

.:s。

待	 機書室長室分の主主総� 

① {韓基}

②霊込霊
童重症心不念j慾議fで講義物治療や体外式補助人工心臓絡による他の循草案

補助法では治療が凶襲撃であって、心臓移植を行bなければ主党命が困難

な主主伊tl!ζ対して心臓移植までの符機期間の循若者改主毒殺閥的占じて使用

される埋込慰補助人工心臓セット(血液ポンプ、王監lfnJ詩人工凪管、脱

血用人工血管、量投:lfnJ羽生体幽来人工心一織弁、脱UIlY羽生体的主義人工心5畿
弁、コントロ…ノレニ丸ニットを含む。}であること。



つ、心機移尊重以外iこは書士命が困難と海えられる主主例にま分して、 a心臓

移植までの警護霊堂改善に使尽きれる、植込型核主主人ヱ心臓セット{漁

液ポンプ、去最ム盆尽人工血管、立莞i盆用人工血管=コントロールユニv
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