
冷ラ

事 務 連絡

平成 24年� 6月 29日

地方厚 生 (支〉局医療課

都道府県民生主管部(局)

国民鰭康保険主管課(部): } 御中

都道府県後期高齢者医療主管部(局〉

後期高齢者匪療主管課(部)

厚生労働省保険局医療課� 

f特定保険医療材料及び医療機器保険適用希望書(希望区分B) に

記載する機能区分コードについて」の一部改正について

標記については、本日、「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準〉の一

部を改正する件J (平成 24年厚生労働省告示第413号)が公布され、平成24年� 7月� 1自

から適用されることとされたことに伴い、「特定保検医療材料及び陸療機器保険適用希

望書(希望区分B) に記載する機能区分コードについてJ(平成24年� 3月 5日事務連絡)

を次のように改正し、平成24年� 7月� 1日から適用することとしたのでお知らせいたしま

す。
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1 JjIJ表� E区分001の(4)中「胸部大動脈用ステントグラフト用j を「大動脈用ステント

グラブト用j に改める o 

2 JjIJ表� H区分057(1)の①のイ中「特殊撮j を「特殊型(1 ) Jに改め、



ように加える O

ウ特殊型(立) 	  B00205701013 

3 .7311表� H区分086中「脊髄刺激装置用リ)引を「脳・脊髄刺激装置用リ}ドj に改

める。� 

oに次のように加える087区分E1j表734 

(7) 振戦軽減用� (16極以上用)充電式 	  B00208707 

5 	 別表H区分113の(1)の⑦に次のように加える O

エ	 4極� B00211301014 

6 別表 E区分130の(4)中� f高速回転式経皮経管アデレクトミーカテ…テノレ」を「特殊� 

‘カテーテノレ|に改める。

7 表� H区分133の(2)を次のように改める o 

(2) 	末梢血管用ステントセット� 

① 一般型 	  B0021330201 

② 再狭窄抑制型 	  B0021330202 

8 	 別表立区分144を次のように改める o 

144 再議ベーシング機能付き植込型除締動器

(1) 単極又は双極用 	  B00214401 

(2) . 4極用 	  B00214402 

9 	 別表 Hに次のように加える o 

I73 中心静脈血酸素飽和度測定用プ口一ブ� B002173 



「特建保険監療材料及ぴ医療機器保険適用者望議事(希盟区分BJIζ記載する機能区分コードiこついてj の一部改正について

改 正後 ー 現行

(別表〉 (別表) 
滋 医科点数表の第2尊重第� 3部、第4部、第� 6部、第� 9部、第10部及び第11都に規定する特定保険医療材料(フィルムを除 E 援科点数表の第2意第3部、第4部、第6部、第9部、第10部及。第11部に規定する特定保険箆療材料(フィルムを除

く。)及び機能区分コード く。)及工機能区分コード� 

機能区分 機能区分コ ド� i幾鵡区分 機能区分コ ド� 
00 血管造影用シースイントロデュ…サ}セット� 1' ' 害事，ー�  001 血管議影用、ンスイントロデさヱ サセット� .E 事. ， 

(1) 一般沼� 8002 .001.01 i (l) ー綾用� B002 .001 .01 i 惑を

(2) 蛇行取管用� 8002 .001 '02 ， 。) 蛇行血管用� B002 '001 .02・， ， 
(3) 選択的導入用(ガイディングカテ}テルを兼ねるもの〉� B002 '001 '03 ' (3) 選択的導入用{ガイディングカテ ァルを兼ねるもの〉� B002 :001 ，:03 • 
(4) 大動脈周ステントグラフト熊� B002 !001・04! '! (4) 盤藍大動脈用ステントグラフトffl B002 '001 '04・， ， 
(5)' 逮位機可動型� B002 !001 !05 ! (5) 違位端可動型� B002 !001 !05 !‘  

057 人工股欝節用材料
(1) 骨盤機材料

，L2-仰向一Js・一一叩網Jaa-…-L，s-『L，z… 

2z4- 申H 書E Es 時� 7 は人l工股Jア関a臼節〓蓋標用宿芳i懲料成型料局カ� 
'g 
8 4E' 華s えzー』� 

告 白棄を?移譲錦カップ(I)� 
ア標準型�  B002 :057河口百;γ;一

ッズ(I)� e a r.e，，0--i-r.s，，l-a•arz… 
B002 :057 :01 

イ特殊要~ill B002 i057 iOl i01 i2 i イ特殊型�  B002:む57 :01 :01 :2! 
ウ特殊被(IJ)� B002 .057 .01 .01・3. .Z 書 量自

切臼議形成用カップ(班)� B002 '057 '01 '02 '・ 窃臼豪形成用カップ(n) B002 .057 .01・02. き� 

@ カップ・ライナ」一体型(日)� B002 '057 '01 .'03 ，，" @ カップ・ライナー一体製(n) B002 '057 '01 '03・a
@ ライナー(1)� 8002 '057 !Ol !04・・� 窃ライナー(1) ， B002・057・01 '04' ， 
⑤ フイナ‘山(狙)� B002 !057 !01 !05 ! @ フイナー(班) 日002 !057 !01・05 ! 
金ライナ…(N) 

(2) 大鑑脅側材料� 
φ 大腿脅ステム(1) BEB000000222]]七;6al8nURrO5，7七E， -ーm0UrZ2'E午l一aO0a1A七Es・2L←，1a」; 

場フイナー(N)� 

(2)①大重大量合麓側脅材ス料テム(1)
8002 ・-し:~一5一7ー」ム'…G…!.ムJm時ー~ー叩し'をいJーーしーー� 

ア標準型
イ特殊製

ア標準墾
イ特殊壁�  

お082:rgU0-5詰7Iー:「a0tJ一2Z一:r.801l一審;，-2111e-
8002 

ト舎ア大腿符スアム� 00
大腿'Frスァムヘッド� 

お002 i057 i02 i02 i 

' 

命大縫脅ステム(頁〉� 
舎大腿骨ステムヘッド� 

13002 :057 :02 :02: 
e 幸司

大腿骨ステムヘッド(1)� B002 '057'02 '03ペー ア大鎖骨ステムヘッド(1)� B002 '057 '02・03 '1 • 
イ 大腿骨ステムヘッド(双r B002 '057 '02 '03 '2 • イ 大路骨ステムヘッド(n) 8002 '057 !02 '03 '2 ' 

'@ 人工骨顕用 ， 窃人工符頭痛 事 '事事  Z

ア
イ

モノポーラカップ� 
パイポ」ラカップ� しし;88B00G問2208、;腔;笠05じ乙7控;20232f:土i;な:L

ア ‘よそノポ…ラカップ
イ パイボーフカップ� 担忠80臣任02盟;;:06557 m :並03:現:0日4 ;:L目

(3) 単純人工骨膜� (3) 単純人工符頭，� 

086 総� L脊髄腕激袋議用リ ド� 
(1) リい1"セット

①� 4綴

諮 ダ問ブ機タ以ー上
(2) ア� 

087 縫込型脳・脊髄滋気刺激裟霊� 

(l) 護疹接費痛語践藤除議去表5舟斎ili纏用)(2) ~fr~l~~ffl (8極用)� 
{訟 は綴F部

2ztE' tz豊・，z4z，，� 

即� 02足前日正..-，-

B002 i086心1 .02 j • 

B002 '086・02. 
a 世 『 事事

B002・087 '01' 
B002 !087 !02 ! 
日002 !087 !03 ! 

①� 
窃� 

086 脊髄刺激装澄fflヲード� 
(1) リードセット

4緩� 
1 16極以上� 
i (2) アダプタ� 

087 寝(l込〉型疹脳2・守李総常気刺激装震。疹痛除去期� (4極用)� 

I((ゆ42)} 疹振疹療戦擁緩除除滋去去用用Fa(8援用}(4緩舟Y 

s-z-'z
事'量� F

お了「，了，8002 i086 iOl 
B002 i086 .01 .02. i 
8002 .086 i02憲幸.�  

書 曜� ' 覇軍

8002・087 ‘01 • 
8002 !087 "!02 !署  
B002 :087 :03・・� s 

(4) 慈痛除去用(16極以上用〉� 
(5) 落痛除去用� (16様以上用)充電式� 

l!((5η〉 疹叫痛‘除去潟 メ({1I」6S級極芳以以一上上期用用リ))ー充発ド電電式式 ・体位変換対応型� 

B002 :087・;;笠05J;ー� 
B002 :087 
B002 :087 :06": 
拠õ2:õã7:õ7~ァー"1-i一 

(5) 
(6) 

(16極以上用〉� 
霧痛徐去用� (16極以上用)充寵式� 
疹痛除去用� (16極以上滞)充電式� .t料立変換対Jt翠� 

B002 :087 :04 : 

B062 ;oS7 ;05 Lr:山-町m四J:r叫一叫んー-一� 
8002 :087 :06 

" 
113 様込式心臓ベ}ス 113 寝込式心鱗ペースメ」カー用リ ド� a 署

(l)リ}ド ' 
事 (l) ヲード

①経静脈リード� a 母経静脈リード
ア標準盤�  B002 '113 '01 '01 '1 i ア標準型 日002 '113 '01 ・ Ol~l • 
イ シングルパス� VDDジード 話002 '113き01 '01 ・2' イシングfレパス� VDDリ ド� 8002 !113 !01'01 !2・

B002 !113 !01 !Ol !3 ! ウ 銭感知紘iト選� B002 !1l3 !01・01 !3 ! 

手革主型�  

イ双縫�  

8002 :単一弘;立じえし

島回回田0022Z一1:一，11111133311.一000211一11〔.0022 1aJー

窃イア心ー筋双単用機榛� Pード� 
•11-

E 書量， ， 
'---'.量 R

B002 :Ti3:Oi:拘一泊:oz:-:1ι 11出 00」 1.U2〕一21T
8002 :113 

(2) アダプタ}� (2) アダプタ� B002 ;113 
(3) アクセサリ」� 8002 i113 i03 i (3) アクセサリ� B002 i113 .03 ; 



機能区分 機能区分コ 'ド 機能区分 機総区分コ ド� 

130 心臓手術用カァーテノレ ，
重量著書�  130 心構手術用カテァル� ' 

(1) 能成的冠動脈形成術用カデーテル ， 事軍請書�  (1) 謹皮的冠動麓形成務簿カデーテル ー� 

φ 一般型� B002 :130 :01 :01 :響 

φ インフQ.-ジョン型

加回日旦E百:1旦旦3五画0担E百1面0l1i11l11雨笠2ー0E4下ーJア一� 

@ パ}フュージョン型� B002 
@) カッァィング型� 

BB8009000222-愈スリッピング防止型� 

|(0{朗24〉}1①@@冠置総弁救動動務鉱寸持長蹄眠張狭急カ変狭周担テ用型窄珊窄ースカ債ー部テ型テテ制貧ルーン型弱テト周セルカッテトーテル

震� E 書官�  E 

B002 .130・03.01. I 

B002 '130 '03 '02' i. 

B002 '130 '03 '03 I • 

B002 !130 !04季 語審�  

B002 :130嚇よ毒事�  

(6) 心露中縞欠損作成術用カテ]アノレ� e を

<D パノレ}ン型 B002:130;:8988;:G02I;; ・� 
ゆプレード型� B002 :130 :06 :02 : 

① 一般型 部02 !130 :01担:0U2:-L: 
窃e インフュ…ジ滋ン製 J B002 !130 !01 

③ パ}フュ…ジ沼ン裂� B002 :i30 :01 :03 : 
@ カy田アイング製 怒002 :L30 :01 :04 : 

@ スリッピング防.LI::灘 務002 :130 :01 :05: 

(2) 冠動脈狭窄郎賞通用力テーァル� B002き130 ;02 ; 

(3) 冠動脈用ステントセット 参 害事 事事�  

lli||{{朗463)白@曲e寓弁心晶爵日救署薄バ曜田狼中急狭ル潤曙園型晶匪ー号置抑カ欠ン室E型デ損型制ー型H作P盤テ成帽箸ルア周ーカヂテレー0テトルミーカテ}テA二…

除002・130 i03 .01. • 
日002・130・03 '02' ， 
日002・13.0・03・03' • 
B002・130・04・‘・

田醐曲2目a一P3白0・笠阻Lー:01:ム・:i・~ 
窃プレード盤 ち002 :130 :06 :02 : 

133 血管内手術用カア}テル . 
幽r.a-1，，，--Fー� 

(1) 経皮的脳血管形成務用カテ…テノレ .。� 
φ 先端閉鎖聖� B002 ;133・01 ;01・・� 

133 血(1管}、①内経手皮先術的端用脳関カ血鎖デ管蝦ー形テ成ル術毘

事事�  E 事

事

カァーテル� g 毒事聖書�  

B002 .133 ;01 ;01 ;事

命先端陪放聖�  B002 '133・01・02・・ @先端開放製 B002 .133種01 '02' • 
(2) 末機血菅舟ステントセット� ' ー� (2) 末梢血管周ステントセット� B002 '133・02 • 著書

めー殺さ墜� B002 .'133 '02 '01・a .重量書事�  

@) 整� B002 ~133 !02 !02・看 a ・e 公I •益� 

(3) PTAバルーンカア‘山偏テル 事 ー

〈お一般裂� 
L:1山肌:1ア標準型�  B002 :133 :03 :01 

イ特殊型�  B002 :133 :03 :01 :2:。カッティング型� B002 :133 :03 :02 : 
命脳血管聖堂縮治療用� B002 ;133 ;03 ;03 ; 

アル� 

-一節一;E0E1右丁2τ十1一-
ア標準型�  B002 :133 :03 

I: 窃怨イ鰭カ鼠特ッ殊饗テ察饗ィ結ジ治グ翠療用� 

B002 :133 :03 

8002 :133 :03 
B002 ;133 ;03 .03; 

@) 大動脈用ステントグラフト用 ， 
量� E @ 大動脈潟ステントグラフト用 ー� E 軍事'、

ア 血流遮断型(胸部及ぴ臓部)� B002・133・03・04 '1・ ア 血流漉断裂{胸部及び渡部}� B002 '133 .03種04 '1 I 

イ 血流非遮断型(胸部及v腹部)� B002・133・03・04 '2・ イ� d底流非遮断型(勝部及び援部〉� B002 !133 !oa !04 !2・� 
@ スリッピング防止裂� B002・133・03・05・， @ スリッピング防止型� 8002 '133 '03霊05き� e 

(4) 下大静賑留霊フィルタ}セット� B002・133 !04 ~・ 
(5) 震動顕潅流用カテ…テル� B002 :133 :05 : 

i(4)'"F イ/lYタ--e:')!ト� 
88900022J:513之3理:0士� 

(6) オクジュージョンカア}うわレ
， 

窃標準整.�  B002 :133 :06 
:;0921::;:

命特殊壁�  8002 !l33 ;容器 
8002 :133 :06 :01 
8002 :133 :06 :02 ; 

(7) 血智内血栓異物除去用磁穣カデーテル き き
，.， 

信一般聖�  8002・133 ;07き01;き  B002・133日干� 
• I 

;01; j 

@ 頚動脈用ステント併用挺� s 毒事事量�  ' 
アフィルタ…製 部02 '133 '07 '02 'ド B002・133・07・02・1・
イ バルーン製� 8002 !133・07 '02 '2 • 

(8) 血管内異物除去用カテ…テル ， 事量
イ 内パ築ル物}除ン去壁尽� 

B002 !133・07 '02・2・� 
(8) 血管 カテーァル

'-----'量

也知血管用�  B002 ‘133・08 ~01 ! の細鼠管用�  B002・133 !08 :01 ! 

@ 大血管局� ‘削� 02山ι;08� :02ーしし 窃大血管用�  B002.:133 :08 :02 
(9) 血栓除去用カテ}テル� i(9) 血栓除去用カテ}アノレ

窃バルーン付き
事 量

ー

ア一般整�  B002 :133 :09 :01 :1 : 

ω パノレ…ン付き� 
8002 :133:0子.:01:1ア一般担

イ経緯壁 部02 ;133 ;的 :Ql :2 : イ纏綿型�  B002毒133 ;09 ;01 ;2 ; 

ウ ダブルルーメン お002事133 ;09 ;01 ;3 ; 恥ウ ダブルノレーメン� 8002 .133 .09 .01 .3 • 
金残存血栓捺去揺 参� . B002 h33心事� ;02; ; 岱残存血栓韓去用� B002 .133 .09・02 I I 

③軽皮的鼠栓除去潟� B002 '133筆。9 '03' ， @経JJi:的血栓除去用� B002・133・09・03・e

窃臓血栓猿去用 ー ー著書事 告鱗鼠桧捺去湾� . 
ア ワイヤー型� BOOZ !133 !09 !04 !1 ! ア?ワイヤ}愛� B002 !133・09 !04・1・
イ 破砕吸引型� B002 :t33 :09 :04 :2 : イ議砕吸器翠� B002 :133 :09 ~包J 

i (10)塞栓用バルーン
副omlm--t;---E:---e

<Dパノレ ン ， B002 :1.33 :10 
窃パル}ンデリパリ…用カテ}アル 日002 :133 :10 :02 : 

(1'0)寒栓mパノレーン
<D パル}ンL B002 :133::百 φ パノレ}ンデリパリ}用カテ…テル� B002 :133 

(ll)塞栓用コイル� 
' (11)襲撃桧用コイル 釜� I I 

司〉 コイル� e ω コイル 事 覇軍害事�  

d 



機能区分 機能IK分コ ド

イア t1漢畿 書成13 
B002 '133 '11 '01 '1 ' 

Cこレデデタタワイッッチチヤーャャまプブたルデノレ翠型タッチャブル型� 

B002 ‘133 '11 '01 '2・

ウ� i車窓3 
B日0G0G22;!盟13主3主:lι1;;旦91J1乏4し1 

こまニ :j::司

オ特殊型

回02:t由巳H〔o-aiiLZ1ll1，P旦「0O23J1r4l1十 11，B-争プッシャ…� B002 :133 

e コイJレ留麓用ステント� B002 :133 

(12)汎F詩型寵測定用プローブ 日002 :133 

(13)循環機能評儲用動脈カテ}テル� 8002・.133 i13 i 

|i(14)①静脈切弁機カッタ…
， 

径関定型� B002 '133 '14・01・参�  

e切開筏変動嬰 認。02:133'~。5)額動脈周ステントセット� B002 !133 !16 !・  
(16)狭窄部貫通用カテ}テル� B002 !133 !16 ! 

144 両議ベ}シング機龍付き織込控除線動器� 
B002 :-:1一4一4J:-GI-L;-J:一回;L叫(1) 単極又は双纏用� 

1(2) 4極用� 

173 空心静盤血重量選飽!!!盗塁g塞盟プローブ� B002 j173 ;き;

機能区分 機能区分コ ド
ア標準型�  B002・133'11 '01 '1 ' 
イ 機械式デタッチャブ〉レ型� B002 ~133 ・ 11 !01 '2 ' 
ウ 電気武デタッチャブル型
こじ 水Ef.式・ワイヤーまたデタッチャブル型� 

回目�  !133la込U.JEEmLaJi止BB002 :133 :巴也以旦旦� 土・
オ特殊型�  B002 :133 :11 :01 :5 : 

@ プッシャー� B002 ;133 ;11番02.; 
e コイル留援用ステント� 8002江133r31:11:53，' 

(12)汎用型Ef.jjlJJ定用プローブ� B002 il33 i12 i 
(13)連続心抽出量測定用カデ}デル� 8002・133o13 i 

E E軍事i (14)静摂弁カッター
ー� 

; ①切撚径盟;(E型� B002・133'14'01 ，香� 
e切開径変動型 話002'133 '14 '02' ， 

(16)頚動車票用スァントセット� B002 !133 !16'! 
(16)狭窄部算通用カァーテル� B002・133事16! 

144 商議ベ シング機能付き捜込控除籍動器、� B002 :144 :_:_:~_ 

，さe軍， a，き� 

き き




