
別添２　医療用具（１７年４月から医療機器）公表品目 分類番号に網掛のものは年報のみ公表

画像診断システム

診断用Ｘ線装置

020202002 一般Ｘ線撮影装置 多目的用に制作された汎用の撮影装置をいう。

Ｘ線透視撮影装置

020204022 近接式Ｘ線透視撮影装置 患者に接近して操作するX線透視撮影装置をいう。

020204048 遠隔式Ｘ線透視撮影装置 別室から操作できるX線透視撮影装置をいう。

020204064 多方向Ｘ線透視撮影装置 多方向からX線を投射する透視撮影装置をいう。

020204992 その他のＸ線透視撮影装置

Ｘ線断層撮影装置

020206026 直線軌道断層撮影装置 直線又は単一円軌道上を動くことによって断層撮
影を行うX線装置をいう。

020206042 多軌道断層撮影装置 複数の異なる軌道を有し断層撮影を行うX線装置
をいう。

020206996 その他のＸ線断層撮影装置

循環器用Ｘ線診断装置

020208020 汎用循環器Ｘ線診断装置 多目的用に製作された循環器X線診断装置をい
う020208046 心血管用Ｘ線診断装置 心血管検査専用のX線装置をいう。

020208062 胸腹部・下肢血管用Ｘ線診断装置 胸腹部血管及び下肢血管の検査専用のX線装置
をいう。

020208088 頭部血管用Ｘ線診断装置 頭部血管検査専用のX線装置をいう。

020208990 その他の循環器用Ｘ線診断装置

専用Ｘ線診断装置

020210027 頭部用Ｘ線診断装置 頭部透視撮影専用のX線診断装置一式をいい顎
撮影も含む。

020210043 乳房用Ｘ線診断装置 乳房透視撮影専用のX線装置をいう。

020210069 泌尿器科用Ｘ線診断装置 泌尿器透視撮影専用のX線装置をいう。

020210085 小児用Ｘ線診断装置 小児透視撮影専用のX線装置をいう。

020210102 外科用Ｘ線装置 透視機能を備えた可動型X線装置をいう。

020210128 手術室用Ｘ線撮影装置 手術室に設置されるX線装置一式をいう。

020210997 その他の専用Ｘ線診断装置

集団検診用Ｘ線装置

020212021 胃集検用Ｘ線装置 胃の集団検診専用のX線装置をいう。

020212047 胸部集検用Ｘ線装置 胸部集団検診専用のX線装置をいう。

020212063 胸・腹部集検用Ｘ線装置 胸・腹部集団検診専用のX線装置をいう。

020212991 その他の集団検診用Ｘ線装置

可搬型Ｘ線撮影装置

020214025 移動型Ｘ線撮影装置 主として院内回診用に製作されたX線装置をいう。

020214041 携帯型Ｘ線撮影装置 直接撮影用の携帯型X線撮影装置をいう。

020214995 その他の可搬型Ｘ線撮影装置

020216003 Ｘ線骨密度測定装置 X線の透過量を検出し、生体内の骨の密度の変化
を測定する装置をいう。

その他の診断用Ｘ線装置

020299024 医用Ｘ線発生器 X線管と高電圧発生装置を一体構造にしたものとX
線制御器との組合せ又はX線管と高電圧発生装置
及びX線制御器とを一体構造としたものをいう。

020299040 特殊Ｘ線撮影装置 ｽﾄﾚｯﾁｬｰ撮影台や車椅子撮影台を用いて拡大撮
影、立体撮影及び拡大ｽﾃﾚｵ撮影等を行うX線装置
をいう。

020299994 他に分類されない診断用Ｘ線装置

歯科用Ｘ線装置

020402004 歯科用一般Ｘ線撮影装置 一般口腔内撮影に用いる歯科用X線装置をいう。

歯科用特殊Ｘ線撮影装置

020404024 パノラマＸ線撮影装置 上顎、下顎又は全顎の撮影を行うX線撮影装置で
ｾﾌｧﾛ付ﾊﾟﾉﾗﾏ撮影装置を含む。

020404040 セファロＸ線撮影装置 歯科矯正に用いる頭部X線規格写真撮影装置をい
う。

020404994 その他の歯科用特殊Ｘ線撮影装置

分類番号 一  般  的  名  称 参    考
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分類番号 一  般  的  名  称 参    考

020499000 その他の歯科用Ｘ線装置

医用Ｘ線ＣＴ装置

020602006 頭部用Ｘ線ＣＴ装置 頭（頸）部用X線ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ断層撮影装置をいう。

020604000 全身用Ｘ線ＣＴ装置 全身用X線ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ断層撮影装置をいう。

020699002 その他の医用Ｘ線ＣＴ装置 頭（頸）部以外の身体部位又は器官用のX線ｺﾝ
ﾋﾟｭｰﾀ断層撮影装置。

診断用核医学装置及び関連装置

020802008 シンチレーションカメラ ｶﾞﾝﾏｶﾒﾗともいう。体内におけるRIの分布をｼﾝﾁﾚｰ
ｼｮﾝ検出部を用いて体外から検出し画像化する装
置をいい、断層機能を有するものを除く。

020804002 エミッションＣＴ装置 体内におけるRIの分布を検出し、ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ応用画
像再構成技術により断層像を得る装置でｼﾝｸﾞﾙﾌｫ
ﾄﾝを利用するものをいう。

020806006 ポジトロンＣＴ装置 体内におけるRIの分布を検出し、ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ応用画
像再構成技術により断層像を得る装置でﾎﾟｼﾞﾄﾛﾝ
(陽電子)を利用するものをいう。

020808000 核医学データ処理装置 核医学専用のﾃﾞｰﾀ処理装置をいう。

020810007 ＲＩ骨密度測定装置 ｶﾞﾝﾏ線ﾋﾞｰﾑの透過量によって、生体中の骨の密度
の変化を測定する装置をいう。

020812001 ＲＩ骨密度測定用密封線源 RI骨密度測定装置に用いる放射性同位元素が密
封された泉源。

020814005 ＲＩ動態機能検査装置 体内のRI濃度の時間的変動を測定記録する装置
をいい甲状腺摂取率測定やﾚﾉｸﾞﾗﾑ、RI血液量計
測装置等各種の専用装置を含む。

020816009 放射性医薬品合成設備 核医学診断用放射性医薬品の合成設備をいう。

020899004 その他の診断用核医学装置及び関連装置 ﾋｭｰﾏﾝｶｳﾝﾀを含む。

超音波画像診断装置

021002007 汎用超音波画像診断装置 主として腹部診断に用いる多目的・多機能超音波
画像診断装置をいう。

専用超音波画像診断装置

021004027 循環器用超音波画像診断装置 主として循環器診断に使用するための超音波画像
診断装置をいう。

021004997 その他の専用超音波画像診断装置

その他の超音波画像診断装置

021099029 超音波画像診断装置用プローブ 超音波画像診断装置に用いる超音波送受信のた
めのﾌﾟﾛｰﾌﾞをいう。

021099999 他に分類されない超音波画像診断装置 超音波骨密度測定装置を含む。

磁気共鳴画像診断装置

021202009 常電導式磁気共鳴画像診断装置 常電導ﾏｸﾞﾈｯﾄを用いた磁気共鳴画像診断装置を
いう。

021204003 超電導式磁気共鳴画像診断装置 超電導ﾏｸﾞﾈｯﾄを用いた磁気共鳴画像診断装置を
いい、ｽﾍﾟｸﾄﾙ分析機能を有するものを含む。

021206007 永久磁石式磁気共鳴画像診断装置 永久磁石を用いた磁気共鳴画像診断装置をいう。

021208001 磁気共鳴装置の構成ユニット及び関連装置 磁気共鳴画像診断装置の主要構成品及び関連装
置をいい、ｻｰﾌｪｲｽｺｲﾙ等を含む。

021299005 その他の磁気共鳴画像診断装置

診断用Ｘ線画像処理装置

021402001 コンピューテッドラジオグラフ ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ(IP)に蓄像したX線画像をﾚｰｻﾞﾋﾞｰﾑ
等の走査でﾃﾞｼﾞﾀﾙ情報として取り出し、ｺﾝﾋﾟｭｰﾀで
処理する装置をいう。CRと略す。

デジタルラジオグラフ

021404021 フィルム読取り式デジタルラジオグラフ ﾌｨﾙﾑ上の画像を読み取りﾃﾞｼﾞﾀﾙ化処理し、記録、
再生、表示する装置をいう。

021404045 電子管出力読取り式デジタルラジオグラフ 電子管出力画像をﾃﾞｼﾞﾀﾙ化し、記録、再生、表示
する装置をいう。

021404991 その他のデジタルラジオグラフ 出力された画像を上記以外の手法によって記録、
再生、表示する装置をいう。

021499007 その他の診断用Ｘ線画像処理装置

主要構成ユニット

021602003 医用Ｘ線管装置 X線管容器にX線管を組み込んだものをいう。

021604007 医用Ｘ線可動絞り X線照射の寸法を連続的に変えられる手段を備え
た絞り装置をいい、暗流X線遮蔽用ｼｬｯﾀ付のもの
を含む。

021606001 医用Ｘ線高電圧装置 高電圧発生装置とX線制御装置とを組み合わせた
ものをいう。
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分類番号 一  般  的  名  称 参    考

021608005 医用電子管類保持装置 X線管保持装置、I.I.保持装置及びX線管-I.I.対向形
保持装置をいう。

各種Ｘ線撮影・透視撮影台

021610028 近接操作式Ｘ線透視撮影台 被検者に近接して操作する透視撮影台をいう。

021610044 遠隔操作式Ｘ線透視撮影台 別室から遠隔操作できる透視撮影台をいい、間接
投資撮影台を含む。

021610060 直接Ｘ線透視撮影台 水平式撮影台、傾斜式撮影台、立位式撮影台等を
いい透視可能のものを含む。

021610086 間接Ｘ線透視撮影台 胸部間接撮影台等をいう。

021610103 Ｘ線断層撮影台 断層撮影を目的とした撮影台をいう。

021610129 頭部Ｘ線撮影台 頭部撮影を目的とした撮影台をいう。

021610145 泌尿器・婦人科用Ｘ線検査台 泌尿器及び婦人科用の透視撮影を目的とした検査
台をいう。

021610161 循環器用Ｘ線撮影台 循環器X先撮影を目的とした撮影台をいう。

021610998 その他の各種Ｘ線撮影・透視撮影台 上の分類に含まれない各種の撮影台をいい、ｽﾄﾚｯ
ﾁｬｰ撮影台、車椅子撮影台、拡大、撮影用、立体
撮影用、及び拡大ｽﾃﾚｵ撮影用、特殊X線撮影台
等を含む。

021612006 Ｘ線蛍光増倍管装置 X線用蛍光輝度増倍管装置をいい通常ｲﾒｰｼﾞｲﾝﾃﾝ
ｼﾌｧｲｱ(I.I.)と呼ぶ。

021614000 Ｘ線用ＴＶ装置 医用X線用に使用されるﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝｾｯﾄをいう。

021699009 その他の主要構成ユニット その他のX線映像装置、その他の診断用X線装置
(主要構成装置)を含む。

その他の画像診断システム

医用サーモグラフィ装置

029902028 医用サーモグラフ 体表面からの赤外線を非接触的に検出し、温度分
布を表示する装置をいう。

029902044 コンタクトサーモグラフ 体表面に接触させ、温度分布を表示する装置をい
う029902998 その他の医用サーモグラフィ装置

029999008 他に分類されない画像診断システム

画像診断用Ｘ線関連装置及び用具

診断用Ｘ線関連装置

フィルムチェンジャ

040202024 一般撮影用フィルムチェンジャ 一般撮影時に使用するﾌｨﾙﾑﾁｪﾝｼﾞｬをいう。

040202040 高速連続撮影用フィルムチェンジャ 高速連続撮影時に用いるﾌｨﾙﾑﾁｪﾝｼﾞｬをいう。

040202994 その他のフィルムチェンジャ

造影剤注入装置

040204028 血管用造影剤注入装置 血管造影の際、造影剤の注入に用いる装置をい
う040204044 注腸用造影剤注入・排泄装置 注腸造影の際、造影剤の注入・排泄に用いる装置
をいう。

040204998 その他の造影剤注入装置

040206006 ブッキー装置 X線造影の際にｸﾞﾘｯﾄﾞを透過させ散乱線を効果的
に吸収し、さらにこれを移動することによりｸﾞﾘｯﾄﾞの
稿目を除去し画質を向上させる装置をいう。

040208000 医療用Ｘ線写真観察装置 ｼｬｳｶｽﾃﾝ等、写真ﾌｨﾙﾑの情報を読みやすくする
装置をいう。ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾗｼﾞｵｸﾞﾗﾌ等は含まない。

040210007 医療用自動現像装置 医用ﾌｨﾙﾑを自動現像する装置をいい、歯科用を除
く040212001 歯科用自動現像装置 歯科用ﾌｨﾙﾑを自動現像する装置をいい、ﾏﾆｱﾙ式
の簡易型は除く。

040214005 画像診断用イメージャ 画像診断装置からの信号を受けﾊｰﾄﾞｺﾋﾟｰをとる装
置をいう。

その他の診断用Ｘ線関連装置

040299020 Ｘ線被曝低減装置 X線被曝低減を目的としたX線制御装置をいう。

040299046 Ｘ線自動露出制御器 X線撮影で露出を自動制御する装置をいう。

040299990 他に分類されない診断用Ｘ線関連装置

撮影用具

040402000 患者固定具 X線像撮影時に被検者の位置を固定するのに用い
る用具をいう。

医用Ｘ線装置用蛍光板

040404020 透視診断用蛍光板 透視診断装置に用いる蛍光板。

040404047 間接撮影用蛍光板 間接撮影に用いる蛍光板。
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分類番号 一  般  的  名  称 参    考

040404062 光輝尽性蛍光板 X線ｴﾈﾙｷﾞｰを貯え、光を当てると蛍光を発光する
ｼｰﾄをいう。

040404990 その他の医用蛍光板

040406008 医用Ｘ線増感紙 X線像をﾌｨﾙﾑに露光させるための蛍光物質を塗布
したｼｰﾄをいう。

040408002 放射線用フィルムカセッテ X線撮影等に用いるﾌｨﾙﾑｶｾｯﾃをいう。

040410009 Ｘ線用グリッド X線撮影の際に用いる格子状散乱線除去板をい
う040499006 その他の撮影用具

Ｘ線撮影用品

医用写真フィルム

040602028 直接撮影用フィルム X線撮影により直接又は増感紙により発光するﾌｨﾙ
ﾑをいう。

040602044 間接撮影用フィルム X線撮影時にｶﾒﾗにより蛍光像を撮影するﾌｨﾙﾑを
いう。

040602060 画像記録用フィルム ｲﾒｰｼﾞｬでのﾊｰﾄﾞｺﾋﾟｰ用に使われるﾌｨﾙﾑをいう。

040602998 その他の医用写真フィルム

歯科用写真フィルム

040604022 歯科用一般Ｘ線フィルム 一般口腔内撮影に用いる歯科用X線ﾌｨﾙﾑをいう。

040604048 歯科用特殊Ｘ線フィルム ﾊﾟﾉﾗﾏ撮影などに用いる歯科用X線ﾌｨﾙﾑをいう。

040604064 歯科用画像記録用フィルム

040604992 その他の歯科用写真フィルム

040699008 その他の撮影用品

防護用品

040802004 Ｘ線防護前掛 放射線障害防護のために着用する前掛けをいい
防護衣を含む。

040804008 Ｘ線防護手袋 放射線障害防護のために着用する手袋をいう。

040806002 Ｘ線防護眼鏡 放射線障害防護のために着用する眼鏡をいう。

被写体用防護用品

040808022 患者用Ｘ線防護衣 放射線障害防護のため患者に着用させる衣。

040808048 股関節撮影用防護具 股関節撮影の際用いるX線防護具。

040808064 患者用Ｘ線防護掛布 放射線障害防護のため患者に用いる掛布。

040808080 歯科用Ｘ線防護衣 歯科X線撮影用の防護衣。

040808992 その他の被写体防護用品

040899000 その他の防護用品

Ｘ線防護用具

041002003 Ｘ線防護つい立て 放射線障害防護に使用するつい立てをいう。

041004007 Ｘ線防護カーテン 放射線障害防護に使用するｶｰﾃﾝをいう。

041006001 胸部Ｘ線間接撮影用防護箱 間接撮影にて散乱線を四散させないように遮蔽す
る防護箱をいう。

041008005 歯科用Ｘ線防護室 移動可能な組立式X線防護室をいう。

041099009 その他の防護用具

その他の画像診断用Ｘ線関連装置及び用具

049902008 血液Ｘ線照射装置 GVHD(移植片対宿主病)の予防のため、血液ﾊﾞｯｸﾞ
等にX線を照射するX線装置をいう。

049999004 他に分類されない画像診断用Ｘ線関連装置及び用
具生体現象計測・監視システム

生体物理現象検査用機器

体温計及び関連機器

060202020 水銀体温計 水銀を用いた硝子体温計をいう。

060202046 電子体温計 温度ｾﾝｻを用い体温を計測する機器をいう。

060202062 深部体温計 深部体温を計測する電子体温計をいう。

060202990 その他の体温計及び関連機器

血圧計

060204024 アネロイド式血圧計 ｱﾈﾛｲﾄﾞ式圧力計内蔵の非観血血圧計をいう。

060204040 水銀柱式血圧計 水銀柱式圧力計を用いた非観血血圧計をいう。

060204066 電子非観血血圧計 聴診法、ｵｼﾛﾒﾄﾘ法などにより血圧を計測する電子
式非観血血圧計をいう。

060204082 電子観血血圧計 血管内にｶﾃｰﾃﾙ等を挿入し、血管内の圧力を連続
的に計測する電子式観血血圧計をいう。
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分類番号 一  般  的  名  称 参    考

060204109 非観血連続血圧計 非観血的に連続して血圧を計測する機器をいう。

060204994 その他の血圧計 超音波血圧計、眼底血圧計など含む。

聴診器及び打診器

060206028 聴診器 生体音を直接聴診する機器をいう。

060206044 電子聴診器 生体音を電気的に増幅し聴診する機器をいう。

060206060 打診器 打腱器を含む。

060206998 その他の聴診器及び打診器

生体磁気計測装置

060208022 心磁計 心臓で発生する磁気を計測する機器をいう。(心磁
図等)

060208048 脳磁計 脳で発生する磁気を計測する機器をいう。(脳磁図
等)060208068 筋磁計 筋肉で発生する磁気を計測する機器をいう。(筋磁
図等)

060208992 その他の生体磁気計測装置

心拍出量計

060210029 熱希釈心拍出量計 生理食塩液をｶﾃｰﾃﾙを用いて肺動脈に注入し、血
液温度の変化によって心拍出量を計測する機器を

060210045 色素希釈心拍出量計 色素を用いてｷｭﾍﾞｯﾄ法、ｲﾔﾋﾟｰｽ法などにより血液
中の色素濃度の変化によって心拍出量を計測する
機器をいう。

060210061 インピーダンス心拍出量計 ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ法により心拍出量を計測する機器をい
う060210999 その他の心拍出量計

多用途測定記録装置及び関連機器

060212023 多用途測定記録装置 各種の生体現象を計測、記録する機器をいう。

060212049 心臓カテーテル検査装置 心血管内にｶﾃｰﾃﾙを挿入し、心臓各部の血行動
態を検査する装置をいう。

060212065 アンギオ検査装置 血管各部の血行動態を検査する装置をいう。

060212993 その他の多用途測定記録装置及び関連機器

血流計

060214027 電磁血流計 血管に磁界を印加し血流より生ずる起電力を検出
し、血流量を計測する機器をいう。

060214043 超音波血流計 超音波のﾄﾞﾌﾟﾗ効果、伝搬時間の変化を利用して血
流速を計測する機器をいう。

060214069 レーザ血流計 ﾚｰｻﾞのﾄﾞﾌﾟﾗ効果を利用して血流速を計測する機
器をいう。

060214997 その他の血流計

内圧計

060216021 頭蓋内圧計 硬膜外法などにより頭蓋内の圧力を計測・監視す
る機器をいう。

060216991 その他の内圧計 気道内圧計、胸腔内圧計、膀胱内圧計、子宮内圧
計、咬合力計等を含む。

060218009 眼圧計 眼内圧を計測する機器をいう。

その他の生体物理現象検査用機器

060299026 心音計 心拍動によって生ずる心音を計測する機器で、心
音心電計、多要素心音計、胎児心音計、脈波心音
心電計を含む。

060299042 脈波計 圧、光電、ｽﾄﾚﾝｹﾞｰｼﾞ、ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽなどの方式を用
い、手足の末梢動脈部及び頸動脈部の脈動を計
測する機器をいう。

060299068 心拍数計 心電図等から１分間心拍数を計測し表示する機器
をいう。

060299084 脈拍数計 脈波から１分間脈拍数を計測し表示する機器をい
う060299101 生体物理現象検査用センサ 体温、いびき、体動、脈波、呼吸の生体物理現象を
検査する機器用のセンサをいい、パルスオキシ
メータ用センサを含む。

060299996 他に分類されない生体物理現象検査用機器 ﾎﾞﾃﾞｲﾌﾟﾚﾃｨｽﾓｸﾞﾗﾌ、ﾊﾞﾘｽﾄｶﾙｼﾞｵｸﾞﾗﾌ(胸壁の動き)
等を含む。

生体電気現象検査用機器

心電計及び関連機器

060402022 心電計 心臓の活動電位を連続的に計測する機器をいう。
一要素心電計、多要素心電計を含む。

060402048 ホルタ心電計 解析を目的に長時間の心電図を記録する機器をい
う。
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分類番号 一  般  的  名  称 参    考

060402064 リアルタイム解析型心電図記録計 心電図をﾘｱﾙﾀｲﾑで解析し、発現した異常波形を記
録する装置をいう。

060402080 長時間心電図記録解析装置 心電図を短時間に再生して、心機能の異常を検出
する装置をいう。

060402107 心電図自動解析装置 心電信号をﾃﾞｰﾀ処理して解析結果を表示又は計
測する機器をいい、心音心電自動解析装置を含
む。長時間心電図記録解析装置を除く。

060402123 負荷心電図装置 ﾄﾚｯﾄﾞﾐﾙ、ｴﾙｺﾞﾒｰﾀ等で、患者にｽﾄﾚｽをかけた状態
での心電図を計測する機器をいう。

060402149 心電図電話伝送装置 電話回線を用いて心電図信号を伝送する機器をい
う。

060402165 四肢電極・胸部電極 手、足及び胸部にて心電図を計測する各種電極。
ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙ電極を除く。健常な皮膚に接触する
ものは承認を要しない。

060402181 ディスポーザブル電極 使い捨ての心電図計測用電極をいう。健常な皮膚
に接触するものは承認を要しない。

060402208 心電計電極用導線 心電計用電極と心電計本体を接続する導線。電極
を含まない。

060402992 その他の心電計及び関連機器 多目的心電計、ﾋｽ束心電計、ﾚｰﾄﾎﾟﾃﾝｼｬﾙ装置、
ﾍﾞｸﾄﾙ心電計、胎児心電計及び多目的電極、三角
電極、ｶﾃｰﾃﾙ電極、食道内電極等を含む。

脳波計及び関連機器

060404026 脳波計 脳の活動電位を連続的に計測する機器をいう。

060404042 光刺激装置 光により視覚を刺激し、脳波計測などに使用する
機器をいう。脳波記録時又は誘発反応記録時に用
いるものは承認を要しない。

060404068 音刺激装置 音により聴覚を刺激し、脳波計測などに使用する
機器をいう。脳波記録時又は誘発反応記録時に用
いるものは承認を要しない。

060404084 脳波データ処理装置 脳波信号をﾃﾞｰﾀ処理して解析する装置をいう。病
態に係る判断、評価又は診断を行う機能を有しな
いものは承認を要しない。

060404101 マップ脳波計 脳の活動電位分布図を解析表示するための機器
をいう。

060404127 磁気刺激装置 ﾊﾟﾙｽ磁界を発生し、生体を刺激する機器をいう。

060404143 脳波計電極 脳波を計測する電極をいう。健常な皮膚に接触す
るものは承認を要しない。

060404996 その他の脳波計及び関連機器

筋電計及び関連機器

060406020 筋電計 筋肉の活動電位を計測する機器をいう。

060406046 筋電計電極 筋電図を計測する電極をいう。健常な皮膚に接触
するものは承認を要しない。

060406062 電気刺激装置 電気により筋肉を刺激し、筋電図計測などに使用
する機器をいう。

060406088 電気刺激装置用電極 電気により筋肉を刺激する電極をいう。健常な皮
膚に接触するものは承認を要しない。

060406990 その他の筋電計及び関連機器

生体現象データ処理装置及び関連機器

060408024 生体現象データ処理装置 脳波、筋電図、神経ﾊﾟﾙｽなど各種生体現象を入力
して平均加算、ﾊﾟﾜｰｽﾍﾟｸﾄﾙ、ﾋｽﾄｸﾞﾗﾑ、相関係数
などの解析を行う機器をいう。病態に係る判断、評
価又は診断を行う機能を有しないものは承認を要

060408040 誘発反応測定装置 刺激に応じて発生する各種生体現象を入力して平
均加算などの解析を行う機器をいう。

060408994 その他の生体現象データ処理装置及び関連機
器その他の生体電気現象検査用機器

060499028 眼振計 眼球の動きに伴う電位変動を計測する機器をい
う060499044 網膜電位計 光刺激による網膜の電位変動を計測する機器をい
う。

060499060 生体電気現象検査用電極 生体電気現象を検出するための電極をいう。他の
分類に属する電極は除く。健常な皮膚に接触する
ものは承認を要しない。

060499996 他に分類されない生体電気現象検査用機器 蝸電計を含む。

生体現象監視用機器

060602008 集中生体情報モニタ及び関連機器 複数の患者の各種生体現象を監視する機器をい
う。ICUモニタ、CCUモニタ等を含む。

一人用生体情報モニタ及び関連機器
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分類番号 一  般  的  名  称 参    考

060604028 ベッドサイドモニタ 一人の患者の各種生体現象を監視する機器をい
う。手術用ﾓﾆﾀを含む。

060604044 パルスオキシメータ 指尖等における動脈血の拍動に伴う透過光の変
化分を分光分析し、動脈血酸素飽和度を監視する
機器をいう。

060604060 新生児モニタ 新生児の脈拍数、呼吸、心電図などを監視する機
器をいう。

060604086 分娩監視装置 分娩時の胎児心拍数、母体陣痛などを監視する機
器をいう。

060604103 経皮血中ガス分圧モニタ 経皮的に血液中のｶﾞｽ分圧を監視する機器をいう。

060604998 その他の一人用生体情報モニタ及び関連機器

医用テレメータ及び関連機器

060606022 専用テレメータ 無線を利用して心電図、心拍数を単独で計測又は
監視する機器をいう。

060606048 多用途テレメータ 無線を利用して心電図、脳波、筋電図、血圧など生
体現象を計測又は監視する機器をいう。

060606992 その他の医用テレメータ及び関連機器 ﾗｼﾞｵｶﾌﾟｾﾙ装置を含む。

その他の生体現象監視用機器

060699020 尿量モニタ 患者の尿量を監視する機器をいう。

060699990 他に分類されない生体現象監視用機器

生体検査用機器

呼吸機能検査用機器及び関連機器

060802026 呼吸流量計 呼吸流速及び流量を測定する機器をいう。

060802042 呼吸抵抗計 外部からの空気圧と流量から呼吸抵抗を測定する
機器をいう。

060802068 電子スパイロメータ 呼吸流量、気道内圧及び抵抗などの肺機能を検査
する機器をいう。

060802084 オキシメータ 血液中のﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝの酸素飽和度を測定する機器
をいう。ﾊﾟﾙｽｵｷｼﾒｰﾀを除く。

060802101 基礎代謝測定装置 安静時の酸素消費量などを測定する機器をいう。

060802127 呼気ガス分析装置 呼吸中の炭酸ｶﾞｽ、酸素などを分析する機器をい
う060802143 呼吸機能検査装置 ｽﾊﾟｲﾛﾒﾄﾘ、呼吸流量、窒素、ﾍﾘｳﾑ、炭酸ｶﾞｽなどを
分析する機器をいう。電子ｽﾊﾟｲﾛﾒｰﾀを除く。

060802169 鼻腔通気度計 鼻腔前後の圧力差と流量から鼻腔抵抗を計測する
機器をいう。

060802185 回転式肺活量計 呼気を回転式のドラムに吹き込むことにより、肺活
量を測定する装置をいう。

060802996 その他の呼吸機能検査機器及び関連機器

視覚機能検査用機器

060804020 眼底検査機器 直像及び倒像検眼鏡など眼底病変の観察、検査を
行う機器をいう。

060804046 視野計 中心視野計、周辺視野計がある。視野を計測する
機器をいう。

060804062 他覚式屈折視力検査機器 乱視を含む屈折視力検査機器をいう。自動式のも
のを含む。

060804088 自覚式屈折視力検査機器 乱視を含む屈折視力検査機器をいう。

060804990 その他の視覚機能検査用機器 瞳孔計、眼球運動検査機器、光覚及び視覚機能
検査機器を含む。

知覚検査用機器

060806024 振動感覚測定装置 指頭振動感覚、振動障害の検診のための機器を
いう。

060806040 オージオメータ 被検者に音を聞かせ、その認知応答により聴覚機
能を検査する機器をいう。

060806066 インピーダンスオージオメータ 外耳道の気圧を変えて、鼓膜の音響ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽを
計測し、中耳電音機能を検査する機器をいう。

060806082 他覚的聴力検査装置 被検者の自覚応答によらず、生体反応を検出し
て、聴覚機能を検査する機器をいう。ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽｵｰ
ｼﾞｵﾒｰﾀを除く。

060806109 平衡機能計 測定台に直立した人体の重心移動を検査する機
器をいう。

060806994 その他の知覚検査用機器 電気味覚計を含む。

運動機能検査用機器

060808028 歩行分析計 歩行能動の機能を客観的に測定する機器をいう。

7



分類番号 一  般  的  名  称 参    考

060808044 握力計 身体検査の一部として、あるいは疾病の診断、又
は治療経過中の判定等のために、手の握力を測
定するのに使用する。

060808060 圧痛覚計 麻痺その他の知覚異常を調べるため当該部位の
皮膚に当て、異常の有無あるいはその強弱を計る
のに使用する。

060808086 角度計 人体各部を測定する際、関節等の角度を計測する
のに使用する。

060808103 背筋力計 背筋の総合引っ張り能力を測定するのに使用す
る060808998 その他の運動機能検査用機器

眼撮影装置

060810025 眼底カメラ 瞳孔より光を入れ、その反射光によって眼底の状
態を撮影する機器をいう。

060810041 角膜内皮細胞撮影装置 角膜内皮細胞を撮影する機器をいう。

060810067 細隙灯顕微鏡 ｽﾘｯﾄ状の光により眼球内の検査に用いる顕微鏡
をいう。

060810995 その他の眼撮影装置 前頭部撮影装置を含む。

その他の生体検査用機器

060899022 生体検査用顕微鏡 体皮又は手術時に体腔部を拡大検査する顕微鏡
をいう。手術用顕微鏡は含まない。

060899048 コルポスコープ 子宮頸部を拡大観察する装置をいう。

060899992 他に分類されない生体検査用機器

医用内視鏡

軟性ファイバースコープ

061002025 上部消化管軟性ファイバースコープ 食道、胃、十二指腸、小腸の一部を検査・診断、治
療を行う内視鏡をいう。

061002041 下部消化管軟性ファイバースコープ 大腸、ｼｸﾞﾓｲﾄﾞ、小腸の一部を検査・診断、治療を
行う内視鏡をいう。

061002995 その他の軟性ファイバースコープ

061004003 電子内視鏡 固体撮像素子で像を伝達する内視鏡をいう。

硬性内視鏡

061006023 泌尿器用硬性内視鏡 泌尿器を検査、診断、治療を行う内視鏡をいう。

061006993 その他の硬性内視鏡

061008001 超音波内視鏡 超音波により検査、診断、治療を行う内視鏡をい
う内視鏡用医用電気機器

061010024 光源・プロセッサ装置 内視鏡用の光源装置、ﾌﾟﾛｾｯｻ装置をいう。

061010994 その他の内視鏡用医用電気機器 内視鏡用の高周波電源装置、砕石装置等を含む。

内視鏡用能動処置具

061012028 高周波処置具類 ｽﾈｱ、鉗子、ﾊﾟﾋﾟﾛﾄﾐｰﾅｲﾌ、凝固子等の処置具をい
う。

061012998 その他の内視鏡用能動処置具 ﾋｰﾄﾌﾟﾛｰﾌﾞ等の処置具をいう。

内視鏡用非能動処置具

061014022 鉗子類、鋭ひ、クリップ 鉗子、鋭ひ、細胞診ﾌﾞﾗｼ、ｸﾘｯﾌﾟ(吸収性のものは
除く)等の内視鏡連結処置具をいう。体内に留置さ
れるものは含まない。

061014048 回収器具、送液器具 ﾊﾞｽｹｯﾄ、注射針(未滅菌)等の内視鏡連結処置具を
いう。体内に留置されるものは含まない。

061014064 消息子類 探り針、ｿﾞﾝﾃﾞ、ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔ等の内視鏡連結処置具を
いう。体内に留置されるものは含まない。

061014080 拡張器類 ﾌﾞｰｼﾞｰ、ﾀﾞｲﾚｰﾀ等の内視鏡連結処置具をいう。体
内に留置されるものは含まない。

061014992 その他の内視鏡用非能動処置具

061099005 その他の医用内視鏡 ｶﾞｽﾄﾛｶﾒﾗを含む。

その他の生体現象計測・監視システム

069902004 健康検診システム 総合的な健康検診のｼｽﾃﾑをいう。

069999000 他に分類されない生体現象計測・監視システム

医用検体検査機器

臨床化学検査機器

臨床化学自動分析装置

080202026 フロー方式臨床化学自動分析装置 試料並びに試薬をﾁｭｰﾌﾞに流し、この間に化学反
応を進行させるように構成された自動分析装置を
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分類番号 一  般  的  名  称 参    考

080202042 ディスクリート方式臨床化学自動分析装置 試料を個別の容器中で反応させるように構成され
た自動分析装置で遠心方式でないものをいう。

080202068 遠心方式臨床化学自動分析装置 試薬、検体の混合を遠心力によって行うよう構成さ
れた自動分析装置をいう。

080202084 乾式臨床化学自動分析装置 ｼｰﾄ式で、試料を直接ﾌｨﾙﾑに置くことにより反応を
開始させるよう構成された自動分析装置をいう。

080202101 パック式臨床化学自動分析装置 袋などの容器中に試薬が用意されており試料を加
えることにより、容器中に反応を進行させ直接分析
するよう構成された自動分析装置をいう。

080202996 その他の臨床化学自動分析装置

080204004 医用分光光度計 ｻﾝﾌﾟﾗｰあるいは吸引装置、ﾌﾛｰｾﾙなどを備え、臨
床検査用に構成された分光光度計をいう。

電解質分析装置

080206024 炎光式電解質分析装置 炎光法により電解質成分を分析する装置をいう。

080206040 電極式電解質分析装置 電極法により電解質成分を分析する装置をいう。

080206066 クーロメトリー式電解質分析装置 ｸｰﾛﾒﾄﾘｰにより電解質成分を分析する装置をいう。

080206082 蛍光式電解質分析装置 蛍光法により電解質成分を分析する装置をいう。

080206994 その他の電解質分析装置

電気泳動装置

080208028 蛋白分画電気泳動装置 電気泳動により蛋白の分画を行う装置をいう。

080208044 デンシトメータ 染色後の蛋白分画の定量を光学的に測定する装
置をいう。

080208998 その他の電気泳動装置

免疫反応測定装置

080210025 免疫吸光測定装置 可視・紫外の光吸収による免疫反応測定装置をい
う080210041 免疫比濁測定装置 濁りの光散乱による免疫反応測定装置をいいﾚｰ
ｻﾞﾈﾌｪﾛﾒｰﾀを含む。

080210067 免疫蛍光測定装置 蛍光測定による免疫反応測定装置をいう。

080210083 免疫発光測定装置 化学発光測定による免疫反応測定装置をいう。

080210995 その他の免疫反応測定装置

専用臨床化学分析装置

080212029 グルコース分析装置 固定化酸素電極を組み込んだ装置等主たる反応
系を内蔵するもので、ｸﾞﾙｺｰｽを分析する装置をい

080212045 ラクテート分析装置 固定化酵素電極を組み込んだ装置等主たる反応
系を内蔵するもので、乳酸を分析する装置をいう。

080212061 専用液体クロマトグラフ 液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌを使用して特定の化学成分を専用
に分析する装置をいう。

080212087 浸透圧分析装置 氷点降下法及び蒸気圧法による浸透圧の測定を
行う装置をいう。

080212999 その他の専用臨床化学分析装置 固定化酵素膜電極を組み込んだ装置等主たる反
応系を内蔵するものを含む。

080214007 血液ガス分析装置 血液中の酸素、炭酸ｶﾞｽのｶﾞｽ分圧及びPHを測定
する装置をいう。

080216001 臨床化学検査機器の付属品 臨床化学自動分析計、電解質分析計、電気泳動
装置、免疫反応測定装置、専用臨床化学分析装
置の付属品を含む。

080299006 その他の臨床化学検査機器

血液検査機器

血球計数装置

080402028 抵抗式血球計数装置 電気抵抗により血球数を計測する装置をいう。

080402998 その他の血球計数装置

080404006 血液像自動分析装置 各種血球(赤血球、白血球)の分類計数などの分析
を自動的に行う装置をいう。

080406000 血液凝固分析装置 血液、血漿の凝固能検査及び凝固因子の分析を
行う装置をいう。

080408004 赤血球沈降速度測定装置 赤血球の凝集による血球の沈降度を測定する装
置をいう。

080410001 血小板凝集測定装置 血小板凝集過程を経時的に分析する装置をいう。

080412005 セルアナライザー 血球等細胞の生理的機能を解析する装置をいう。

080414009 血液検査装置の付属品 塗まつ及び染色装置などをいう。

080499008 その他の血液検査機器

検査用核医学装置

080602004 ラジオイムノアッセイ用装置 RIを使用して免疫抗原等を検査する装置をいう。
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分類番号 一  般  的  名  称 参    考

080604008 シンチレーションカウンタ

080699000 その他の検査用核医学装置

医用検体前処理装置

医用遠心機

080802022 ヘマトクリット用遠心機 ﾍﾏｸﾘｯﾄ値測定用遠心機をいう。

080802992 その他の医用遠心機 冷却遠心機、高速遠心機を含む。

080804000 医用検体前処理装置の付属品

080899002 その他の医用検体前処理装置

血清検査装置

081002005 血液型判定装置 血液型の判定装置をいう。

081004009 免疫希釈判定装置 倍数希釈などを用いた血清反応による沈澱、凝集
などを指標とした判定装置をいう。

081006003 血清検査装置の付属品

081099001 その他の血清検査装置

尿検査装置

081202007 尿化学分析装置 尿中の化学成分を分析する装置をいう。

081204001 尿比重計 尿の比重を測定する装置をいう。

081206005 尿検査装置の付属品

081299003 その他の尿検査装置

その他の医用検体検査装置

微生物検査装置

089902026 微生物分類同定装置 微生物の分類及び同定を行う装置をいう。

089902042 自動感受性試験装置 微生物の抗生物質に対する感受性の自動試験を
行う装置をいう。

089902068 微生物培養装置

089902996 その他の微生物検査装置

病理検査装置

089904020 自動細胞診装置 ｻｲﾄﾌﾛｰﾒｰﾀ及び細胞診等を行う装置をいう。

089904046 ミクロトーム ﾐｸﾛﾄｰﾑ用革砥、凍結切片作成装置を含む。

089904990 その他の病理検査装置 病理解剖標本作成装置を含む。

089906008 医用検体検査機器の付属品 微生物検査装置、病理検査装置(染色などの装置)
に用いる部品及び付属品を含む。

089999006 他に分類されない医用検体検査機器

処置用機器

注射器具及び穿刺器具

滅菌済み注射針

100202023 一般用滅菌済み注射針

100202049 歯科用滅菌済み注射針

100202993 その他の滅菌済み注射針

100204001 注射針 金属針基のものをいう。歯科用ｶｰﾄﾘｯｼﾞ型注射器
は含まない。滅菌済みのものを除く。

滅菌済み注射筒

100206021 一般用滅菌済み注射筒 歯科用を含む。

100206047 微量用滅菌済み注射筒 ﾂﾍﾞﾙｸﾘﾝ用、ｲﾝｼｭﾘﾝ用等に用いる。

100206991 その他の滅菌済み注射筒

100208009 ガラス注射筒 歯科用を含む。滅菌済みのものを除く。

滅菌済み穿刺針

100210022 麻酔用滅菌済み穿刺針

100210048 プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針

100210992 その他の滅菌済み穿刺針

100212000 穿刺針 滅菌済みのものを除く。

滅菌済み穿刺器具

100214020 腰椎用滅菌済み穿刺器具

100214046 胸腔用滅菌済み穿刺器具

100214990 その他の滅菌済み穿刺器具 動静脈並びに胸血管撮影用穿刺器具、ﾌﾞﾗｯﾄﾞﾗﾝ
ｾｯﾄ等をいう。

100216008 穿刺器具 滅菌済みのものを除く。電動式のものを除く。
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分類番号 一  般  的  名  称 参    考

100299003 その他の注射器具及び穿刺器具

チューブ及びカテーテル

滅菌済み消化器用チューブ及びカテーテル

100402025 栄養用滅菌済みチューブ及びカテーテル 経口で栄養摂取できない患者に栄養を経管的に
胃・腸の中に補給するのに使用するものをいう。

100402041 胃食道用滅菌済みチューブ及びカテーテル 食道及び胃挿入用で胃液採取、薬液等注入、並び
に洗浄用及び診断用等に使用されるものをいう。

100402067 腸用滅菌済みチューブ及びカテーテル 十二指腸以下の挿入で腸液採取、薬液等注入、腸
管内減圧、洗浄用及び診断用等に使用されるもの
をいう。

100402083 胆管用滅菌済みチューブ及びカテーテル 胆道挿入用で薬液等注入、排液、胆石除去用及び
胆管造影用等に使用されるものをいう。

100402995 その他の滅菌済み消化器用チューブ及びカ
テーテル

滅菌済み呼吸器用チューブ及びカテーテル

100404029 吸引用滅菌済みチューブ及びカテーテル 気管内挿入用で気管分泌物吸引用、検体採取等
に使用されるものをいう。

100404045 滅菌済み気管内チューブ及びカテーテル 鼻腔、口腔を経て気管内に挿入し、気道の確保等
に使用されるものをいう。

100404061 滅菌済み気管切開チューブ及びカテーテル 気管切開孔を経て気管内に挿入し、気道の確保等
に使用されるものをいう。

100404087 酸素投与用滅菌済みチューブ及びカテーテル 酸素の経鼻腔投与用等に使用されるものをいう。

100404999 その他の滅菌済み呼吸器用チューブ及びカ
テーテル

滅菌済み泌尿器用チューブ及びカテーテル

100406023 導尿用滅菌済みチューブ及びカテーテル 排尿用及び尿検査採尿用に使用されるものをい
う100406049 膀胱留置用滅菌済みチューブ及びカテーテル 膀胱留置用でﾊﾞﾙｰﾝを有し、留置導尿用及び前立
腺摘除後の止血等に使用されるものをいい、ｲﾘ
ｶﾞｰｼｮﾝ用を含む。

100406065 瘻用滅菌済みチューブ及びカテーテル 経皮的に挿入し膀胱、尿管、腎孟に留置され、導
尿及び造影用に使用されるものをいう。

100406081 尿管結石除去用滅菌済みチューブ及びカテー
テル

尿管に挿入し、結石を除去する時に使用されるも
のをいう。

100406993 その他の滅菌済み泌尿器用チューブ及びカ
テーテル

滅菌済み血管用チューブ及びカテーテル

100408027 滅菌済み中心静脈注射用チューブ及びカテー
テル

鎖骨下静脈等より挿入し、高カロリー輸液等を注
入するものをいう。

100408043 滅菌済み開心術用チューブ及びカテーテル 心臓手術時の送血、脱血及び冠状動脈灌流用に
使用されるものをいう。

100408069 滅菌済み心臓用チューブ及びカテーテル 心拍出量測定用(ｻｰﾓﾀﾞｲﾘｭｰｼｮﾝを含む)、補助循
環用、検査用等に使用するものをいう。

100408085 滅菌済み血管診断用チューブ及びカテーテル 血管造影用、動脈圧測定用に使用するものをい
う100408102 滅菌済み血管処置用チューブ及びカテーテル 血栓除去用、血管拡張用、ｲﾝﾄﾛｼﾞｭｰｻ及びｶﾞｲﾄﾞﾜ
ｲﾔ等の血管・ﾘﾝﾊﾟ内処理用に使用するものをい

100408997 その他の滅菌済み血管用チューブ及びカテーテ
ル

滅菌済み留置注入・排液用チューブ及びカテーテ

100410024 滅菌済み脳脊髄用ドレインチューブ 脳室、脊髄より液体を取り出したり、頭蓋内圧の測
定等及び脳圧昂進時の一時的治療法で排液を体
外に抜き出す際に使用するものをいう。

100410040 滅菌済み体内留置排液用チューブ及びカテー
テル

体内に留置し、手術後の排液を体外に誘導する際
に使用するものをいう。ドレインともいう。

100410994 その他の滅菌済み留置チューブ及びカテーテル 動脈留置用ｶﾃｰﾃﾙを含む。

100412002 滅菌済み体内植込みチューブ及びカテーテル 体内に埋め込み薬液注入器に使用するﾁｭｰﾌﾞ及び
ｶﾃｰﾃﾙをいう。別名ﾎﾟｰﾄという。

100414006 滅菌済み吸引嘴管 手術時の血液、体液等の吸引及び排液用に使用
するものをいう。

100416000 金属製吸引嘴管及び金属製カテーテル 電動式のものを除く。

滅菌済み血液浄化用ブラッドアクセス

100418020 滅菌済み血管短絡用留置カニューレ 動静脈瘻の作成用のもので、全部又はその一部
が長時間体内に留置されるものをいう。

100418046 滅菌済み人工腎臓用留置針 透析用留置針（AVF針、AVﾌｨｽﾁｭﾗｰ、ｼﾝｸﾞﾙﾆｰﾄﾞﾙ
針、翼付動脈針を含む）及び緊急透析用血管内留
置用ﾁｭｰﾌﾞ及びｶﾃｰﾃﾙをいう。

100418990 その他の滅菌済み血液浄化用ブラッドアクセス
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分類番号 一  般  的  名  称 参    考

チューブ及びカテーテルの周辺関連器具

100420027 手動式バルーンカテーテル加圧器 動式PTCA加圧器等、手動によりバルーンカテーテ
ルのバルーンを加圧するための器具をいう。

100420043 気管内チューブ用スタイレット 気管内チューブに挿入して、一時的に気管内
チューブを気道に挿入しやすい形状に保つ器具を

100420997 その他のチューブ及びカテーテルの周辺関連器
具

100499005 その他のチューブ及びカテーテル 未滅菌品を含む。

採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器

採血・輸血用器具

100602027 血液バッグ 輸血に使用するため、人から採血し、貯蔵又は血
液成分の分離に使用するプラスチック製のバッグ
をいう。

100602043 滅菌済み採血用器具 人全血液等血液製剤を製造するとき、人から採血
する器具をいう。

100602069 滅菌済み輸血セット 人全血液等血液製剤を輸血する器具をいう。採血
ｾｯﾄを含む。

100602085 検査用採血器具 血液検査のために採血を行う採血針等の器具で、
採血瓶、採血針、手引試験管等をいう。

100602102 真空採血管 血液検査のために数本に分けて採血する小試験
管をいう。薬品をコーディングしたものは含まない。

100602128 血液フィルター 輸血時に血液中の凝血を取り除くためのﾌｨﾙﾀｰを
いう。

100602144 採血・輸血用器具の周辺関連器具

100602997 その他の採血・輸血用器具

輸液用器具

100604021 滅菌済み輸液セット 注射筒を用いないで多量の静脈注射用医薬品を
注入するので、１回の使用で捨てるものをいう。

100604047 滅菌済み輸液用フィルター 輸液を注入するときに、微生物あるいは異物等を
除去するために使用するフィルターをいう。

100604063 滅菌済み翼付針 静脈などに長時間注入するとき、翼の部分を固定
して使用する針をいう。

100604089 輸液用器具の周辺関連器具 注入器を除く。

100604991 その他の輸液用器具

医薬品注入器

100606025 輸液ポンプ 輸液、抗凝固剤、制がん剤等の医薬品を連続又は
間欠的に注入するﾎﾟﾝﾌﾟ及びその付属品をいう。た
だし造影剤注入装置は除く。注入方式によりﾛｰﾀｰ
式、ﾋﾟｽﾄﾝ式及び蠕動式等がある。自動注入ﾎﾟﾝﾌﾟ

100606041 自動点滴装置 輸液等を自動的に注入する器具及び装置をいい、
血液加温器を含む。

100606067 植込み型医薬品注入器 体内に埋め込んで長時間にわたり薬液を注入する
ための貯蔵容器。別名ﾘｻﾞｰﾊﾞｰ。

100606083 手動式医薬品注入器 浣腸器、尿道注入器、歯科用ｶｰﾄﾘｯｼﾞ型注射器等
をいう。

100606995 その他の医薬品注入器

100699007 その他の採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注
入器

結さつ（紮）・縫合用器械器具

吸収性縫合糸

100802029 滅菌済み腸線縫合糸

100802045 滅菌済み合成高分子縫合糸 ポリグリコネート糸、ポリジオキサノン糸、ポリグリ
コール酸糸、ポリグラクチン９１０糸等をいう。

100802061 滅菌済み再生コラーゲン縫合糸

100802999 その他の吸収性縫合糸 未滅菌吸収性縫合糸を含む。

非吸収性縫合糸

100804023 未滅菌絹製縫合糸

100804049 滅菌済み絹製縫合糸

100804065 滅菌済みプラスチック製縫合糸 ﾎﾟﾘｱﾐﾄﾞ(ﾅｲﾛﾝ)糸、ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ糸、ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ糸、ﾎﾟﾘ
ﾌﾞﾃｽﾃﾙ糸、ﾎﾟﾘﾃﾄﾗﾌﾙｵﾛｴﾁﾚﾝ(PTFE)糸、ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ
糸、ｴﾗｽﾁｯｸ糸等をいう。

100804993 その他の非吸収性縫合糸 ｽﾃﾝﾚｽ製縫合糸及び未滅菌非吸収性縫合糸(絹
製縫合糸を除く)を含む。

100806001 持針器 縫合針を把持する器具をいう。
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分類番号 一  般  的  名  称 参    考

100808005 縫合針 糸付き縫合針は除く。

100810002 結さつ（紮）糸輸送器 別名結紮糸誘導器ともいう。

100812006 縫合器及び自動縫合器 吻合器、縫合鉗子、縫合ﾋﾟﾝｾｯﾄ等を含む。糸付き
のものは除く。自動縫合器は皮膚、内蔵などを金
属針で自動的に縫合するｽﾃｰﾌﾟﾗｰをいう。吸収性
の材質を用いたものは含まない。

その他の結さつ（紮）・縫合用器械器具

100899025 吸収性縫合用クリップ又はクレンメ 体内で分解される吸収性のｸﾘﾌﾟをいう。

100899041 非吸収性縫合用クリップ又はクレンメ 主に金属製のクリップをいう。

100899067 動脈瘤針 血管及び組織の結紮に使用する器具をいう。静脈
瘤針を含む。

100899995 他に分類されない結さつ（紮）・縫合用器械器具

外科・整形外科用手術材料

創傷被覆・保護材

101002028 粘着フィルム 接着性のある高分子材料フィルム。

101002044 非固着性ガーゼ シリコンガーゼを含む。

101002060 ハイドロコロイド材料 ﾊｲﾄﾞﾛｹﾞﾙを含む。抗菌性材料を除く。

101002086 生物由来材料 ｺﾗｰｹﾞﾝ、ｷﾁﾝ、ｱﾙｷﾞﾝ酸塩を含む。

101002103 抗菌性材料 創傷被覆保護材の汚染防止に銀等を含有するも
の101002129 吸収性創傷被覆・保護材 体内で分解される吸収性高分子製の被覆材をい
う101002998 その他の創傷被覆・保護材

101004006 組織代用合成繊維布 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ等の非吸収性、ﾎﾟﾘｸﾞﾘｺｰﾙ酸等の吸収性
の欠損補強等に使われる真皮欠損用ｸﾞﾗﾌﾄを含

101006000 吸収性局所止血材 微繊維性ｺﾗｰｹﾞﾝを含む。

101008004 外科用接着剤 生体の組織と組織の接着に用いる高分子化合物
をいう。

101010001 滅菌済み手術用不織布製品 手術等に創部を覆う不織布で、いわゆるｻｰｼﾞｶﾙﾄﾞ
ﾚｰﾌﾟをいう。

101012005 ギプス包帯 通常石膏包帯だがｷｬｽﾄﾃｰﾌﾟ(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ樹脂を用い
たもの)も含む。

101014009 副木 骨折や挫傷等の固定に用いられる用具をいう。ﾌﾟﾗ
ｽﾁｯｸ樹脂を用いたものもある。

101099008 その他の外科・整形外科用手術材料 整形用高分子化合物、整形用ろうを含む。

その他の処置用機器

109902007 気胸器 気胸療法に用いる器具をいう。

109904001 気腹器 気腹療法に用いる器具をいう。

109999003 他に分類されない処置用機器

施設用機器

医薬品噴霧、吸入用器具

120202003 超音波ネブライザー 超音波を利用した噴霧器又は吸入器をいう。

120204007 霧吹式ネブライザー 圧搾空気等を利用した噴霧器又は吸入器をいう。

120206001 手動式医薬品散粉器 防疫用薬剤散粉器を除く。ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ球、洗耳用ｺﾞﾑ
球等をいう。

120299009 その他の医薬品噴霧、吸入用器具

医療用吸引器

手術用吸引器

120402021 電気式手術用吸引器

120402991 その他の手術用吸引器

処置用吸引器

120404025 持続的胸腔ドレナージ 心臓、肺臓等の手術後、長時間にわたって創部か
らの排出液を吸引する器械(装置)で、電動ﾎﾟﾝﾌﾟを
使用するものをいう。

120404041 低圧持続吸引器 心臓、肺臓等の手術後、長時間にわたって創部か
らの排出液を吸引する器械（装置）で、電動ポンプ
を使用しないものをいう。

120404995 その他の処置用吸引器

120406003 分娩用吸引器 胎児吸引遂娩器等分娩の際に用いる吸引器具を
いう。

120408007 手動式医療用吸引器 電気式以外の手動式手術用吸引器。(ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ式
及びﾎﾞﾝﾍﾞ式含む)をいう。

120410004 医療用吸引器の付属品
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分類番号 一  般  的  名  称 参    考

120499001 その他の医療用吸引器

医科用洗浄器

生体用洗浄器

120602023 電動式生体用洗浄器 鼻、膣、膀胱用洗浄器を含む。

120602049 滅菌済み手動式生体用洗浄器 ｲﾙﾘｶﾞｰﾄﾙ、洗眼受水器を含む。

120602065 手動式生体用洗浄器 ｲﾙﾘｶﾞｰﾄﾙ、洗眼受水器を含む。滅菌済みのもの
は含まない。家庭用膣洗浄器は含まない。

120602993 その他の生体用洗浄器 洗耳用水銃、扁桃腺洗浄器、鼓膜洗浄器、手術創
の洗浄器を含む。

器具洗浄器

120604027 超音波洗浄器

120604997 その他の器具洗浄器

120606005 医科用洗浄器の付属品

120699003 その他の医科用洗浄器

診療施設用機械装置

医科用手術台及び診療台

120802025 手動式手術台 手術台で駆動のための動力源を有しないもの。

120802041 電動式手術台 手術台で電動又は電動油圧式の駆動源を有する
もの。

120802067 手動式治療台 婦人科検診台(内診用)、泌尿器科検診台(手術台
兼用を含む)等診療に使用する台で、駆動のため
の動力源を有しないもの。

120802083 電動式治療台 婦人科検診台(内診用)、泌尿器科検診台(手術台
兼用を含む)、耳鼻科、眼科ﾕﾆｯﾄ(照明器、吸引
器、ﾌﾟﾗｲｻﾞｰ等)をまとめたもので、電動又は電動油
圧式の駆動源を有するもの。

120802995 その他の医科用手術台及び診療台 治療台、治療用椅子等を含む。

医療用照明器

120804029 手術用照明器 手術室に設置する天井設置式及び天井吊下げ式
の照明器具並びに装置をいう。

120804045 診療用照明器 診療において使用する医療用照明器具類をいう。

120804061 額帯鏡 額帯反射鏡及び光源内蔵式の額帯鏡をいう。

120804087 医療用照明器の付属品

120804999 その他の医療用照明器

滅菌器及び消毒器

120806023 高圧蒸気滅菌器 大気圧を超える圧力のもとに飽和蒸気滅菌する器
械器具をいう。

120806049 乾熱滅菌器 ガス又は電気により器内を加熱（熱風吹き込み式
を含む）して滅菌する器具をいう。

120806065 ガス滅菌器 酸化ｴﾁﾚﾝを主体とする殺菌ｶﾞｽを用いて滅菌を行
う器械器具をいう。

120806081 煮沸又は蒸気消毒器 煮沸水又は蒸気を手段として用いる消毒器具をい
う。高圧蒸気滅菌器を除く。

120806108 ガス又は薬液消毒器 ﾎﾙﾏﾘﾝ等のｶﾞｽ又は薬液を用いる消毒器具をいう。

120806126 紫外線殺菌器 紫外線照射によって殺菌する器具をいう。

120806140 殺菌水製造装置 手術者、介助者等が手術前の手洗い用として使用
する無菌水(除菌水を含む)を製造する器械器具を
いう。方式は煮沸式、紫外線式、蒸留式及び濾過
方式等による。

120806993 その他の滅菌器及び消毒器

120899003 その他の診療施設用機械装置

その他の施設用機器

保管器具

129902029 人全血液保管器具 人全血液を保管する器具、設備をいい、血清学的
検査に必要な血液検体を保存する容器を含む。薬
品を含むものは含まない。

129902045 移植用臓器保管器具 移植する臓器あるいは角膜等を提供者から取り出
し、移植するまでの間、低温で保管する容器をい

129902999 その他の保管器具

129999009 他に分類されない施設用機器

生体機能補助・代行機器

生体内移植器具
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分類番号 一  般  的  名  称 参    考

人工心臓弁及び関連機器

140202025 機械的人工心臓弁 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ及び金属等の人工材料を用いた人工弁を
いう。

140202041 生体人工心臓弁 同種弁、異種弁及び牛心のう膜等の生体材料を用
いた人工弁をいう。

140202067 人工弁輪

140202083 人工心臓弁サイザー

140202995 その他の人工心臓弁及び関連機器

心臓ペースメーカ及び関連機器

140204029 植込み型心臓ペースメーカ 装置を体内に埋め込むﾀｲﾌﾟのﾍﾟｰｽﾒｰｶをいう。

140204045 植込み型心臓ペースメーカの導線 電極導線、電極等をいう。

140204061 体外型心臓ペースメーカ 刺激ﾊﾟﾙｽ発生器を体外におくﾀｲﾌﾟのﾍﾟｰｽﾒｰｶをい
う140204087 心臓ペースメーカの付属品

140204999 その他の心臓ペースメーカ

人工血管

140206023 合成繊維製人工血管 合成繊維を主材料とした人工血管をいう。

140206049 合成樹脂製人工血管 合成樹脂を主材料とした人工血管をいう。

140206065 生体材料人工血管 生体材料を用いた人工血管をいう。

140206993 その他の人工血管

140208001 血管修復材料 血管の修復用ﾊﾟｯﾁ及び心臓修復用ﾊﾟｯﾁ等をいい
ﾊﾞﾙｰﾝﾊﾟﾝﾋﾟﾝｸﾞ用並びに化学療法等導管を含む。

140210008 ステント 狭窄した又は狭窄する可能性のある組織管等を拡
張若しくは維持したり、又は組織間にｼｬﾝﾄを作るも
のをいう。

人工関節、人工骨及び関連用品

140212028 人工股関節 股関節用の人工関節をいう。

140212044 人工膝関節 膝関節用の人工関節をいう。

140212060 人工肩関節 肩関節用の人工関節をいう。

140212086 人工肘関節 肘関節用の人工関節をいう。

140212103 金属製人工骨 合金鋼を取材とした人工骨をいう。人工関節を除
く140212129 合成樹脂製人工骨 合成樹脂材料を主材とした人工骨をいう。人工関
節を除く。

140212144 セラミック製人工骨及び補綴材料 ｾﾗﾐｯｸを主材とした人工骨をいう。人工関節を除く。

140212161 骨接合用品 骨接合板、骨接合用くぎ、骨接合用ねじを含み人
体に埋め込まれるもの。

140212187 骨セメント

140212204 骨セメント用滅菌済み脱気チューブ 骨セメント使用時に気体を除去するチューブ状の
器具をいう。

140212220 骨セメント用脱気チューブ 滅菌済みのものを除く。

140212998 その他の人工関節人工骨及び関連製品

感覚機能補助器

140214022 眼内レンズ 白内障患者の水晶体を摘出手術後、眼内に挿入
移植して視力補正のために用いるﾚﾝｽﾞをいう。

140214040 人工鼓膜 鼓膜は欠損しているが、中耳機能がある場合に、
鼓膜部位に当てて鼓膜の代用をするものをいう。

140214064 人工声帯 人工の声帯をいう。

140214993 その他の感覚機能補助器

140299005 その他の生体内移植器具

血液体外循環機器

人工腎臓装置

140402027 透析用監視装置 人工腎臓により血液透析を行う際に、透析液流
量、温度及び静脈圧等をモニタする装置をいう。

140402042 多人数用透析液供給装置 人工腎臓による血液透析を行うための透析液を作
製し、２人以上の患者に供給する装置をいう。

140402069 個人用透析装置 １人の患者の血液透析を行うのに必要な機能を備
えた装置をいい、吸着剤を用いた透析液再循環型
の装置を含む。

140402085 人工腎臓装置の付属品 血液ﾎﾟﾝﾌﾟ、ﾍﾊﾟﾘﾝｲﾝﾌｭｰｼﾞｮﾝﾎﾟﾝﾌﾟ、ｼﾝｸﾞﾙﾆｰﾄﾞﾙ装
置及び血液もれﾓﾆﾀ等をいう。

140402997 その他の人工腎臓装置

透析器
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分類番号 一  般  的  名  称 参    考

140404021 中空糸型透析器 中空糸の透析膜を用いた透析器をいう。

140404047 積層型透析器 透析膜をﾌﾟﾚｰﾄにはさんで、積層した透析器をい
う140404991 その他の透析器 ｺｲﾙ型透析器を含む。

人工心肺装置

140406025 人工心肺用ポンプ 心臓手術を行う際に、血液を体外循環させるため
のﾎﾟﾝﾌﾟをいう。

140406041 人工心肺装置の付属品 人工心肺装置を用いて体外循環を行う際に使用す
る熱交換器、貯血槽、血液ﾌｨﾙﾀｰ、ｺﾈｸﾀ等をい
い、冷温水槽を含む。

140406995 その他の人工心肺装置

人工肺

140408029 気泡型人工肺 血液に酸素を与え、炭酸ｶﾞｽを除去するためのもの
で、酸素ｶﾞｽを直接血液中に吹送するものをいう。

140408045 模型人工肺 膜をへだてて血液と酸素を接触させることにより血
液に酸素を与え、炭酸ガスを除去するものをいう。

140408999 その他の人工肺

血液浄化器

140410026 血液濾過器 膜を用いて主に限外ろ過原理により、血液中から
過剰な代謝産物及び水を除去するもので、透析液
を使用しないものをいう。

140410042 吸着型血液浄化器 吸着剤を用いて血液中から直接有害物質等を除
去するものをいう。

140410068 模型血漿分離器 膜を用いて、全血から血漿を分離するもので、血球
は透過しないものをいう。

140410084 模型血漿成分分離器 膜を満ち射て、血漿中の成分を分離するものをい
う140410101 吸着型血漿浄化器 吸着剤を用いてあらかじめ分離された血漿中から
有害物質等を除去するものをいう。

140410127 血液濃縮器 希釈された血液から水分等を除去することにより、
血液を濃縮するものをいう。

140410996 その他の血液浄化器

血液浄化用装置

140412020 血液濾過用装置 血液ろ過器を用いて血液浄化を行うために使用す
る装置をいう。

140412046 吸着型血液浄化用装置 吸着型血液洗浄器を用いて血液浄化を行うために
使用する装置をいう。

140412062 模型血漿分離用装置 膜型血漿分離器又は膜型血漿成分分離器を用い
て血液浄化を行うために使用する装置をいう。

140412088 血液成分分離装置 遠心力又は膜を用いて血液の成分を分離する装
置をいう。

140412990 その他の血液浄化用装置

血液回路

140414024 人工腎臓用血液回路 生体内の血液を体外に誘導（動脈側回路）し、透析
器を通過させ、さらにこの血液を生体内に再注入
（静脈側回路）するための回路をいう。

140414040 人工心肺用血液回路 生体内の血液を体外に誘導し、人工心肺装置を通
過させ、さらにこの血液を生体内に再注入するため
の回路をいう。

140414994 その他の血液回路

140416002 血液体外循環器の付属品

その他の血液体外循環機器

140499023 補助循環装置 心不全患者に対して、循環補助を行うためのもの
で大動脈ﾊﾞﾙｰﾝﾊﾟﾝﾋﾟﾝｸﾞ装置、膜型人工肺を用い
た肺補助循環装置（ECMO）及び補助心臓装置等

140499993 他に分類されない血液体外循環機器

生体機能制御装置

人工呼吸器

140602029 成人用人工呼吸器 成人用の機械式人工呼吸器をいう。

140602045 小児用人工呼吸器 小児用の機械式人工呼吸器をいう。

140602061 手動式人工呼吸器 手動で作動させる人工呼吸器をいう。

140602087 人工呼吸器の付属品 人工呼吸器を用いて人工呼吸を行う際に使用する
部品及び付属品をいう。

140602104 人工呼吸器用滅菌済み呼吸回路 人工呼吸器と気管内チューブ、気管切開チューブ
又は人工呼吸器用マスクを連結する回路をいう。

16



分類番号 一  般  的  名  称 参    考

140602120 人工呼吸器用呼吸回路 滅菌済みのものを除く。ただし、気道コネクタを含
み、細菌除去用フィルターを除く。

140602146 人工呼吸器用滅菌済みマスク 人工呼吸器の呼吸回路に接続し、患者の鼻、口を
おおって酸素等を投与するマスクをいう。

140602162 人工呼吸器用マスク 滅菌済みのものを除く。

140602221 滅菌済み人工鼻 人工呼吸器の呼吸回路に接続し、呼吸用ガスの加
湿を行う器具。

140602247 人工鼻 滅菌済みのもの及び細菌除去用フィルターを除く。

140602999 その他の人工呼吸器 体外式人工呼吸器を含む。

麻酔器及び関連機器

140604023 閉鎖循環式麻酔器 ｷｬﾆｽﾀｰによって呼気中の二酸化炭素を吸収し、
呼気を再吸入する呼吸気弁付きの一方向呼気回
路式の麻酔器（装置を含む）をいい、半閉鎖循環式

140604049 往復式麻酔器 ｷｬﾆｽﾀｰによって呼気中の二酸化炭素を吸収し、
呼気を再吸入する呼吸気弁のつかない麻酔器（装
置を含む）をいう。

140604065 混合麻酔器 大気中に呼気、吸気とも開放する開放式の麻酔器
をいい、歯科用、亜酸化窒素（笑気ｶﾞｽ）、酸素混合
器を含む。

140604081 麻酔器用滅菌済み呼吸回路 麻酔時に使用する呼吸回路及びその付属品をい
う140604108 麻酔器の付属品 麻酔器用ﾏｽｸ、呼吸のう、炭酸ｶﾞｽ呼吸かん等を含
む。麻酔器用マスク及び呼吸のうは承認を要しな

140604124 麻酔器用呼吸回路 気道コネクタを含み、滅菌済みのもの及び細菌除
去用フィルターを除く。

140604993 その他の麻酔器 電気麻酔器等を含む。

酸素治療機器

140606027 一人用高圧酸素治療装置 加圧した酸素又は空気にて酸素療法を行う装置。

140606043 多人数用高圧酸素治療装置

140606069 酸素テント 酸素療法を行うと同時に、温度及び湿度を調節し
て良好な環境を提供する器械器具（装置を含む。
以下同じ）をいい、簡易テント（酸素ﾍｯﾄﾞﾎﾞｯｸｽ）を

140606085 酸素吸入器 酸素療法を行う際に用いる吸入器具をいう。

140606102 酸素補給用滅菌済み鼻カニューレ 患者の鼻孔に当てて酸素を供給する二股状のカ
ニューレをいう。

140606128 酸素補給用鼻カニューレ 滅菌済みのものを除く。

140606144 酸素吸入用滅菌済みマスク 患者の鼻、口をおおって酸素を投与するマスクをい
う。

140606160 酸素吸入用マスク 滅菌済みのものを除く。

140606997 その他の酸素治療機器

酸素供給装置

140608021 酸素発生式供給装置 化学反応等により酸素を発生させるものをいう。

140608047 酸素濃縮式供給装置 ろ過・吸着等により酸素を濃縮させるものをいう。

140608063 液体酸素気化式供給装置

140608991 その他の酸素供給装置

保育器

140610028 閉鎖循環式保育器 児収容部がｶﾊﾞｰにより外気と遮断（密閉）され、か
つ、器内の温度及び湿度等を制御する保育器をい
う。ただし、術後回復保育器及び運搬用は除く。

140610044 開放式保育器 児収容部が開放されている保育器をいう。輻射熱
利用の保育器を含む。

140610060 簡易型運搬用保育器 湯ﾀﾝﾎﾟ等により器内温度等を調節する簡易型の運
搬用保育器をいう。

140610086 温度制御式運搬用保育器 蓄電池等により器内温度等を制御することができ
る運搬用の保育器をいう。

140610103 保育器の付属品

140610998 その他の保育器

除細動器及び関連機器

140612022 除細動器 胸部表面又は心臓に直接電極をあて、単一ﾊﾟﾙｽ
の高電圧を印加して電激を与えることにより心室細
動又は心房細動を除去する装置をいう。心電図ﾓﾆ
ﾀの付いた除細動器も含む。

140612048 植込み型除細動器 装置を体内に埋め込むﾀｲﾌﾟの除細動器をいう。

140612064 植込み型除細動器の導線 本体に接続される電極用導線。
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分類番号 一  般  的  名  称 参    考

140612992 その他の除細動器及び関連機器 電子陣痛誘発器を含む。

140614000 人工膵臓 糖尿病の治療のために自動的にｲﾝｼｭﾘﾝを注入す
ることにより血糖値を調節するものをいう。

140699009 その他の生体機能制御装置

腹膜灌流用機器及び関連器具

腹膜灌流用装置

140802021 自動腹膜灌流装置 自動腹膜灌流に用いる機器であり、透析条件を設
定後、自動的に、灌流液を腹腔内に注入及び排出
させる機器をいう。

140802047 腹膜灌流用紫外線照射器 腹膜灌流用回路、その他の付属品及び関連用具、
あるいは灌流液ﾊﾟｯｸ等の結合部分に紫外線を照
射する装置をいう。

140802991 その他の腹膜灌流用装置

腹膜灌流用回路

140804025 腹膜灌流用留置カテーテル 腹膜灌流用のｶﾃｰﾃﾙをいう。

140804041 腹膜灌流液注排用チューブ 腹膜灌流用のﾁｭｰﾌﾞで、直接腹腔内に留置するも
のを除く。

140804067 チタニウムアダプタ ﾁﾀﾆｳﾑ製のﾁｭｰﾌﾞで、腹膜灌流液注排用ﾁｭｰﾌﾞと
腹膜灌流用ｶﾃｰﾃﾙを接続するものをいう。

140804995 その他の腹膜灌流回路

140806003 腹膜灌流用関連用具セット 腹膜灌流を行う際、あるいはｶﾃｰﾃﾙ留置やﾁｭｰﾌﾞ
交換の際に使用するｸﾗﾝﾌﾟあるいはﾁｭｰﾌﾞ、ｶﾃｰﾃﾙ
の先端の汚染防止のためのもので、ｷｬｯﾌﾟ、ｸﾗﾑｼｪ
ﾙ等をいう。

140899001 その他の腹膜灌流用機器及び関連器具

141000000 生体機能補助・代行機器の付属品 生体機能を補助、又は代行する機能の、部品及び
付属品をいう。

その他の生体機能補助・代行機器

149902009 心マッサージ器 機械的操作により胸郭外心臓ﾏｯｻｰｼﾞと肺換気を
行わせる器械器具をいう。

149904003 腹水濾過濃縮器 腹水を体外に取り出し、濃縮ろ過して血液中に戻
すものをいい、そのための装置も含む。

149906007 自家輸血システム 患者本人の出血部からの血液を回収しろ過して、
再度患者の体内に戻す一連の器具をいう。

149908001 機能的電気刺激装置 筋肉を電気刺激することにより生体機能を補助、
又は制御する装置をいう。

149910008 脳・脊髄電気刺激装置 難治性慢性疼痛を脊髄硬膜外腔、又は脳深部に
て通電を行い治療するｼｽﾃﾑ。

149999005 他に分類されない生体機能補助・代行機器

治療用又は手術用機器

放射性同位元素治療装置及び治療用密封線源

160202005 放射性同位元素遠隔照射式治療装置 大容量の密封放射性同位元素を用い患者の外部
から照射する装置。

放射性同位元素体腔内照射式治療装置

160204025 アフターローディング式治療装置 照射する部位にあらかじめｱﾌﾟﾘｹｰﾀを挿入しRI線
源を送り込む方式の治療装置。

160204995 その他の放射性同位元素体腔内照射式治療装
置放射性同位元素遠隔照射式治療装置用密封線源

160206029 コバルト６０遠隔治療装置用密封線源 RI遠隔照射式治療装置の放射線源として放射性
核種の一つであるｺﾊﾞﾙﾄ60を容器に密封したもの。

160206045 セシウム１３７遠隔治療装置用密封線源 RI遠隔照射式治療装置の放射線源として放射性
核種の一つであるｾｼｳﾑ137を容器に密封したも

160206999 その他の放射性同位元素遠隔照射式治療装置
用密封線源

放射性同位元素体腔内照射式治療装置用密封線
源160208023 コバルト６０アフターローディング式治療装置用

密封線源
ｱﾌﾀｰﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞ式治療装置の放射線源として、放射
性核種の一つであるｺﾊﾞﾙﾄ60の小線源を容器に密
封したもの。

160208049 セシウム１３７アフターローディング式治療装置
用密封線源

ｱﾌﾀｰﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞ式治療装置の放射線源として、放射
性核種の一つであるｾｼｳﾑ137の小線源を容器に
密封したもの。

160208065 イリジウム１９２アフターローディング式治療装
置用密封線源

ｱﾌﾀｰﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞ式治療装置の放射線源として、放射
性核種の一つであるｲﾘｼﾞｳﾑ192の小線源を容器に
密封したもの。

18



分類番号 一  般  的  名  称 参    考

160208993 その他の放射性同位元素体腔内照射式治療装
置用密封線源

治療用密封小線源

160210020 コバルト６０治療用密封小線源 放射線治療器具として用いる、密封された小容量
のｺﾊﾞﾙﾄ60線源。

160210046 セシウム１３７治療用密封小線源 放射線治療器具として用いる、密封された小容量
のｾｼｳﾑ137線源。

160210062 イリジウム１９２治療用密封小線源 放射線治療器具として用いる、密封された小容量
のｲﾘｼﾞｳﾑ192線源。

160210088 ラジウム２２６治療用密封小線源 放射線治療器具として用いる、密封された小容量
のﾗｼﾞｳﾑ226線源。

160210105 ストロンチウム９０治療用密封小線源 放射線治療器具として用いる、密封された小容量
のｽﾄﾛﾝﾁｳﾑ90線源。

160210990 その他の治療用密封小線源

160299001 その他の放射性同位元素治療装置及び治療用密
封線源

治療用粒子加速装置

160402007 医用リニアアクセラレータ 主として放射線治療用の線源として用いる直線加
速型電子加速器。

160404001 医用ベータトロン 放射線治療の線源として用いる電磁誘導による円
軌道加速形電子加速器。

160406005 医用マイクロトロン 放射線治療用の線源として用いるﾏｲｸﾛ波方式円
形加速型電子加速器。

160499003 その他の治療用粒子加速装置

放射線治療用関連装置

放射線治療計画用Ｘ線装置

160602025 位置決め用Ｘ線装置 放射線照射治療を計画するための部位測定用X線
装置で、X線CTを用いるものは除く。

160602995 その他の放射線治療計画用Ｘ線装置 回転横断撮影装置を含む。

160604003 放射線治療計画用Ｘ線ＣＴ装置 放射線照射治療計画に用いるX線CT装置。

160606007 放射線治療台 X線、ｶﾞﾝﾏ線、電子線等の放射線治療用の寝台。

160699005 その他の放射線治療用関連装置

理学療法用器械器具

光線治療器及び関連機器

160802027 赤外線治療器

160802043 紫外線治療器

160802069 炭素弧光灯治療器

160802085 新生児黄疸光線治療器

160802997 その他の光線治療器及び関連機器 ｸｾﾉﾝ灯等。

低周波治療器及び関連機器

160804021 低周波治療器 針電極低周波治療器を除く。

160804047 干渉電流型低周波治療器

160804063 電池電源低周波治療器 一次電池、二次電池、太陽電池を電源とする機器
をいう。

160804089 低周波治療器導子

160804991 その他の低周波治療器及び関連機器

高周波治療器及び関連機器

160806025 マイクロ波治療器

160806041 超短波治療器

160806995 その他の高周波治療器及び関連機器

超音波治療器及び関連機器

160808029 超音波治療器 超音波の生体作用を治療に応用した機器をいう。

160808999 その他の超音波治療器及び関連機器 可聴周波数帯域で出力がｷｬﾋﾞﾃｰｼｮﾝﾚﾍﾞﾙ未満の
機器等を含む。

温熱療法用機器及び関連機器

160810026 水治療法用圧注装置 水、温水等を加圧して治療する装置をいう。

160810042 温浴療法用装置

160810068 ホットパック装置 恒温水槽で加熱した吸湿保温材、又は被覆した電
熱線により、加温、治療を行う装置。

160810084 パラフィン浴装置 溶融ﾊﾟﾗﾌｨﾝ槽に手脚を漬けて加温し、取り外した
後その被膜により保温するための装置。

19



分類番号 一  般  的  名  称 参    考

160810101 冷却療法用器具及び装置 氷片・食塩、ﾄﾞﾗｲｱｲｽ、液体窒素、冷却空気等によ
り患部を冷却治療する器具及び装置をいう。

160810127 冷却パック 冷却媒体の入ったパックを冷却装置等で冷却した
ものを患部に当て、消炎鎮痛処置（寒冷治療）を行
うパックをいう。

160810996 その他の温熱療法用機器及び関連機器

マッサージ器

160812020 ベッド型マッサージ器

160812046 空気圧式マッサージ器

160812990 その他のマッサージ器

運動療法用機械器具

160814024 展伸・屈伸回転運動装置

160814040 自動間欠牽引装置 椎骨矯正器を含む。

160814066 簡易型牽引装置

160814082 測定機能付自力運動訓練装置 診断治療に有利な測定値をもたらす、外部動力を
用いないﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ用訓練装置。

160814109 他動運動訓練装置 電動等外部電力を用いたﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ用運動訓練
装置。

160814994 その他の運動療法用器械器具

鍼灸療法用器械器具

160816028 毫鍼 滅菌済みを除く。

160816044 滅菌済み鍼

160816060 接触鍼

160816086 針電極低周波治療器 表面電極と兼用のものを含む。

160816103 治療点検索測定器 経穴を検索するため、皮膚抵抗を測定するもの。

160816998 その他の鍼灸療法用器械器具

その他の理学療法用器械器具

160899023 電位治療器 人体を交流又は直流電界におくか、絶縁状態にお
いて高電位を与えて治療する機器をいう。

160899049 骨電気刺激癒合促進装置 電気刺激により骨折部の癒着を促進する装置をい
う160899065 卵管疎通診断装置 卵管疎通を水又は薬液等により通水診断又は治
療を行う装置をいう。

160899993 他に分類されない理学療法用器械器具

レーザ治療器及び手術用機器

161002000 ヘリウム・ネオンレーザ治療器

161004004 半導体レーザ治療器

レーザ手術装置及びレーザコアグレータ

161006024 炭酸ガスレーザ手術装置及びレーザコアグレー
タ161006040 ヤグレーザ手術装置及びレーザコアグレータ

161006066 アルゴンレーザ手術装置及びレーザコアグレー
タ161006082 半導体レーザ手術装置及びレーザコアグレータ 半導体ﾚｰｻﾞを使用した手術機器及び光凝固装

置161006994 その他のレーザ手術装置及びレーザコアグレー
タ161099006 その他のレーザ治療器及び手術用機器

手術用電気機器及び関連装置

161202002 電気手術器 高周波電流の発熱を利用して切開、凝固を行わせ
る機器。

161204006 焼灼器 電熱式焼灼器及び小出力の高周波焼灼器。

161206000 マイクロ波手術器 ﾏｲｸﾛ波を使用した電気手術器。

161208004 超音波手術器 吸引灌流装置を備えた手術器を含む。

161210001 冷凍手術器 冷凍外科手術に用いる機器及び装置。

161212005 手術用顕微鏡 ﾌﾟﾘｽﾞﾑ双眼ﾙｰﾍﾟ等手術用拡大鏡を含む。

161299008 その他の手術用電気機器及び関連装置

ハイパーサーミア装置

161402004 マイクロ波ハイパーサーミア装置

161404008 短波ハイパーサーミア装置

161499000 その他のハイパーサーミア装置 超音波ﾊｲﾊﾟｰｻｰﾐｱを含む。

結石破砕装置

体内式結石破砕装置
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分類番号 一  般  的  名  称 参    考

161602022 レーザ結石破砕装置 ﾚｰｻﾞ光を対象の結石に照射し結石を破砕する装
置161602048 超音波結石破砕装置 超音波により衝撃波を発生させ対象の結石を破砕
する装置。

161602064 電気水圧衝撃波結石破砕装置 水中において電極間に高周波をかけることにより
衝撃波を発生させ、対象となる結石を破砕する装

161602080 圧縮波結石破砕装置 空気圧縮した先端部を連続的に稼働させることに
より衝撃はを発生させ、対象の結石を破砕する装

161602107 微小火薬挿入式結石破砕装置 微小火薬を結石部位に挿入し、破砕させる装置を
いう。

161602992 その他の体内式結石破砕装置 機械式を含む。

体外式衝撃波結石破砕装置

161604026 電極放電式結石破砕装置 水中の電極に高電圧をかけることにより衝撃波を
発生させる装置。

161604042 圧電方式結石破砕装置 圧電効果振動子方式によって衝撃波を発生させる
ことにより、結石を破砕させる装置。

161604068 電磁誘導方式結石破砕装置 電磁誘導方式により衝撃波を発生させることによ
り、結石を破砕させる装置。

161604084 微小爆薬方式結石破砕装置 小爆発を起こすことにより衝撃波を発生させ、結石
を破砕させる装置。

161604996 その他の体外式衝撃波結石破砕装置

161699002 その他の結石破砕装置

169900001 その他の治療用又は手術用機器

歯科用機器

歯科診察室用機器

歯科用鋼製器具

180202027 歯鏡及び歯鏡柄 口腔内で歯等を見るための鏡及それを保持するも
のをいう。

180202043 歯科用探針及び歯周ポケット探針 う蝕の有無等の診査・探索及び歯周ﾎﾟｹｯﾄの深さを
計測する器具をいう。

180202069 歯科用貼薬針 歯周ポケット内の貼薬を行う器具をいう。

180202085 歯科防湿用器具 ﾗﾊﾞｰﾀﾞﾑｸﾗﾝﾌﾟ等の防湿用器具をいう。

180202102 歯科用輸送、充填及び形成器具 各種成形充填材を窩洞内に輸送・圧接成形、彫刻
形成する器具をいう。ﾏﾚｯﾄを含む。

180202128 歯科用練成器具 歯科材料を練和又は混和する器具をいう。練成用
ｽﾊﾟﾁｭﾗ、印象材料練和器、ｾﾒﾝﾄ練成器を含む。

180202144 歯科用スケーラ及びキュレット 歯石、歯垢の除去及び盲のう掻爬に用いる器具を
いう。

180202160 歯科用スプーンエキスカベータ及びチゼル 軟化象牙質の除去及び窩洞形成等に用いる器具
をいう。

180202997 その他の歯科用鋼製器具

歯科防湿用材料

180204021 ラバーダムシート ｺﾞﾑ製の防湿用ｼｰﾄをいう。

180204991 その他の歯科防湿用材料

歯科用印象採得器具

180206025 歯科印象採得用トレー 各種印象材を盛って印象を採得する器具をいう。
有歯顎用ﾄﾚｰ、無歯顎用ﾄﾚｰ、局部用ﾄﾚｰ、局部用
回転ﾄﾚｰを含む。

180206995 その他の歯科用印象採得器具

歯科用起子、剥離子、てこ及びエレベータ

180208029 歯科用起子及び剥離子 口腔内骨膜、粘膜等の組織のはく（剥）離に用いる
器具をいう。電動式のものを除く。

180208045 歯科用てこ及びエレベータ てこの作用を応用した器具及び抜歯の際に用いる
器具で、てこ回転、楔の作用を利用するものをい
う。電動式のものを除く。

180208999 その他の歯科用起子、剥離子、てこ及びエレ
ベータ

回転研削器具及び根管治療用器具

180210026 歯科用バー ﾊﾝﾄﾞﾋﾟｰｽに装着し、歯の研削、窩洞形成に用いる
器具をいう。電動式のものを除く。

180210042 歯科用リーマ 回転運動による根管拡大形成用器具をいう。電動
式のものを除く。

180210068 歯科用ファイル 主に上下運動による根管拡大形成用器具をいう。

180210084 歯科用ブローチ及びブローチホルダ 根管内への薬剤の挿入、根管の清拭乾燥等に用
いる器具及びｸﾚﾝｻﾞ、ﾌﾞﾛｰﾁを保持するものをいう。
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分類番号 一  般  的  名  称 参    考

180210101 歯科用クレンザ 根管内歯髄の軟組織等の除去に用いる器具をい
う180210127 歯科用ドリル 主として歯髄腔の開孔に用いる器具をいう。電動
式のものを除く。

180210143 歯科用螺旋状充填器及び除去器 糊剤根管充填に用いる器具をいう。

180210169 歯科用根管スプレッダ及び根管プラガ 主としてｶﾞｯﾀﾊﾟｰﾁｬﾎﾟｲﾝﾄ等の側方圧接及び垂直
加圧充てん（填）時に用いる器具をいう。

180210185 歯科用マンドレル 切削用のﾃﾞｨｽｸやﾎｨｰﾙを取り付ける回転心棒をい
う180210996 その他の回転研削器具及び根管治療用器具

歯科用駆動装置及びハンドピース

180212020 歯科用空気回転駆動装置 空気により歯、義歯、冠等の切削や研磨をする機
器を駆動する装置をいう。

180212046 歯科用電気回転駆動装置 電気により歯、義歯、冠等の切削や研磨をする機
器を駆動する装置をいう。

180212062 高速エアタービンハンドピース ｴｱﾀｰﾋﾞﾝ装置等で駆動される機器で、回転数が
300,000以上のものをいう。

180212088 ストレート又はギアードアングルハンドピース ﾏｲｸﾛﾓｰﾀ、ｴｱﾓｰﾀ装置等で駆動される機器で、回
転数が300,000未満のものをいう。

180212105 歯科用電気エンジン及びエンジン用器具 歯科用電気ｴﾝｼﾞﾝ、ｴﾝｼﾞﾝ用ｽﾀﾝﾄﾞ、ｴﾝｼﾞﾝ用ﾍﾞﾙﾄ、
ｴﾝｼﾞﾝ用ﾌﾟﾗｹｯﾄｱｰﾑ、K4滑車等をいう。空気回転
駆動装置及び電気回転駆動装置を除く。

180212990 その他の歯科用駆動装置及びハンドピース

歯科電気診断用機器

180214024 歯髄診断器 歯髄の生死を診断する機器をいう。

180214040 歯科用根管長測定器 主として根管長の測定に用いる機械をいう。

180214066 歯科用咬合音測定器 下顎運動下の咬合音（振動）を測定する機器をい
う180214082 歯周ポケット測定器 歯周ﾎﾟｹｯﾄの深さを測定する機器をいう。

180214109 歯科用下顎運動測定器 主として下顎運動の測定に用いる機器をいう。

180214125 歯科用咬合力（圧）計 上下歯の咬合力（圧）を測定する機器をいう。

180214141 歯接触分析装置 歯接触の位置分布、時間的順位等を分析する装
置をいう。

180214994 その他の歯科電気診断用機器

歯科診療用機器

180216028 歯科用イオン導入装置 ﾌｯ素ｲｵﾝ導入装置及び根管治療用ｲｵﾝ導入装置
をいう。

180216044 歯石・歯垢除去器 機械的な振動等により歯の付着物や沈着物を除
去する機器をいう。

180216060 歯科用紫外線照射器 ｺﾝﾎﾟｼﾞｯﾄﾚｼﾞﾝを硬化させるために紫外線を口腔内
に照射する機器をいう。

180216086 歯科用可視光線照射器 ｺﾝﾎﾟｼﾞｯﾄﾚｼﾞﾝを硬化させるために可視光線を口腔
内に照射する機器をいう。

180216103 歯科用根管拡大装置 機械的な振動等により、主として根管を拡大する装
置をいう。

180216129 歯科用両側性筋電気刺激装置 電気刺激により、主として頭けい（頸）部の疼痛症
状を軽減及び筋肉群をし緩させる装置をいう。

180216145 歯面清掃器 水流等により、主として歯面を清掃（研磨）する機
器をいう。

180216161 歯科用根管洗浄器 機械的な振動等により、主として根管内を洗浄する
機器をいう。

180216187 歯科用アマルガム混こう器 ｱﾏﾙｶﾞﾑﾐｷｻ等をいう。

180216998 その他の歯科診療用機器

180299007 その他の歯科診療室用機器

歯科用ユニット及び関連器具

歯科用ユニット

180402029 歯科一般用ユニット 一般診療に用いるﾕﾆｯﾄをいう。

180402045 歯科矯正用ユニット 矯正診療に用いるﾕﾆｯﾄをいう。

180402061 歯科小児用ユニット 小児歯科診療に用いるﾕﾆｯﾄをいう。

180402999 その他の歯科用ユニット

180404007 歯科用電動治療台 歯科診療時に患者を安定位に保つ治療台をいう。
（歯科患者用いす）

180406001 歯科用吸引装置 唾液、切削片等の吸引除去に使用する装置をい
う180408005 歯科用手術灯 歯科診療時に口腔内を照明する装置をいう。

180499009 その他の歯科用ユニット及び関連器具

矯正用器材及び関連器具
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歯列矯正用器材

180602021 歯列矯正用金属器材 金属製の歯列矯正用器材をいう。

180602047 歯列矯正用セラミック器材 ｾﾗﾐｯｸｽ製の歯列矯正用器材をいう。

180602063 歯列矯正用樹脂器材 合成樹脂製の歯列矯正用器材をいう。

180602089 歯列矯正用エラスチック器材 ｴﾗｽﾁｯｸ製の歯列矯正用器材をいう。

180602991 その他の歯列矯正用器材

顎外固定装置

180604025 矯正用ヘッドギア 顎外固定装置のうちﾍｯﾄﾞｷｬｯﾌﾟ、ﾍｯﾄﾞﾍﾞﾙﾄ等をい
う180604041 矯正用チンキャップ ｵﾄｶﾞｲ部にあてる帽子状の器具をいう。ﾍｯﾄﾞﾍﾞﾙﾄと
一体になったものもこれに含める。

180604067 矯正用フェイスボー 口腔内に固定する口内弧線及び口外弧線装置を
いう。

180604995 その他の顎外固定装置

180606003 結さつ（紮）又は帯環圧接用器具 歯列矯正用器材の結さつ（紮）及び帯環圧接用器
具をいう。

180608007 矯正用測定器 歯列矯正診療に用いる各種計測器具をいう。

180610004 頭部顔面規格写真撮影装置 矯正診療に用いる頭部顔面撮影装置をいう。

180699001 その他の矯正用器材及び関連器具

歯科技工用機器

歯科技工用回転機器

180802023 歯科技工用電気レーズ 電動機を用いて補綴物を研削、研磨する装置で、
低速回転のものをいう。

180802049 歯科技工用高速レーズ 電動機を用いて補綴物を研削、研磨する装置で、
高速回転のものをいう。

180802065 歯科技工用エンジン及び装置 電動機を用いてﾊﾝﾄﾞﾋﾟｰｽに回転動力を伝える機器
とその関連装置をいう。

180802081 歯科技工用トリマー 顎態模型、平行模型等の石膏の削合に用いる機
器をいう。

180802108 歯科技工用真空攪拌器 真空ﾎﾟﾝﾌﾟにより石こう（膏）や埋没材の気泡を除去
し、攪拌を行う機器をいう。

180802124 歯科技工用ハンドピース 技工用ﾊﾝﾄﾞﾋﾟｰｽをいう。

180802140 歯科技工用バー 技工用の金属性の刃先をもった切削工具をいう。

180802166 歯科技工用マンドレル 切削用のﾃﾞｨｽｸやﾎｨｰﾙを取り付ける回転軸で技工
用のものをいう。

180802993 その他の歯科技工用回転機器

歯科技工用重合器及び関連器具

180804027 歯科技工用光重合器 光線を用いて重合成型する器具をいう。

180804043 歯科技工用加熱重合器 加熱により重合成型する器具をいう。

180804069 歯科技工用重合器関連器具 重合用ﾌﾗｽｺ等をいう。

180804997 その他の歯科技工用重合器及び関連器具

歯科技工用プレス装置及び関連器具

180806021 歯科技工用プレス 加熱装置のない技工用のﾌﾟﾚｽ装置をいう。

180806047 歯科技工用ヒータプレス 加熱装置を備えた技工用のﾌﾟﾚｽ装置をいう。

180806991 その他の歯科技工用プレス装置及び関連器具

180808009 歯科技工用成型器 義歯床用材料、補綴物等を射出、加圧等で成型す
る機器で、重合に用いるものを除く。

歯科技工用鋳造器及び関連器具

180810022 歯科技工用高周波鋳造器 高周波により合金を溶融する鋳造器をいう。

180810048 歯科技工用アーク鋳造器

180810064 歯科技工用加熱炉鋳造器 加熱炉により合金を溶融する鋳造器をいう。

180810080 歯科技工用外部加熱式鋳造器 外部加熱装置を用いて合金を溶融する鋳造器をい
う。

180810107 歯科技工用鋳造器関連器具 鋳造用ﾌﾗｽｺ、鋳造ﾘﾝｸﾞ等をいう。

180810992 その他の歯科技工用鋳造器及び関連器具

歯科技工用加熱炉

180812026 歯科技工用リング焼却炉 ﾜｯｸｽを焼却する炉をいう。

180812042 歯科技工用ポーセレン焼成炉 ﾎﾟｰｾﾚﾝを焼成する炉をいう。

180812996 その他の歯科技工用加熱炉

咬合器及び関連器具
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180814020 咬合器 補綴物の製作及び診断に使用し、患者の咬合機
能を技工室で再現する器具をいう。

180814046 顔弓 患者の顎の位置関係を咬合器上に移しかえる器
具をいう。

180814990 その他の咬合器及び関連器具

180816008 歯科技工用ＣＡＤ・ＣＡＭ装置 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ支援により補綴物、義歯床等の設計及び
製作に使用する装置をいう。

180899003 その他の歯科技工用機器

189900007 その他の歯科用機器

歯科材料

歯科用金属

歯科用貴金属地金

200202024 歯科用金地金 金地金をいう。

200202040 歯科用銀地金 主として歯冠修復用合金の原料として用いるもの
をいう。

200202994 その他の歯科用貴金属地金

歯科用貴金属合金

200204028 歯科鋳造用金合金 金60%以上を含有し、金及び白金族の合計が75%
以上の合金で鋳造に用いるものをいう。

200204044 歯科鋳造用低カラット金合金 金30%以上を含有し、金及び白金族の合計が３5%
以上、75%未満のの合金で鋳造に用いるものをい
う。ただし、鋳造用14ｶﾗｯﾄ金合金を除く。

200204060 歯科鋳造用１４カラット金合金

200204086 歯科陶材焼付用金合金 金50%以上を含有し、金及び白金族の合計が75%
以上のものをいう。

200204103 歯科陶材焼付用貴金属合金 金を主とし白金族との合計が35%以上のものをい
う200204129 歯科非鋳造用金合金 金60%以上を含有し、金及び白金族の合計が75%
以上のものをいう。

200204145 歯科非鋳造用低カラット金合金 金30%以上を含有し、金及び白金族の合計が35%
以上、75%未満のものをいう。

200204161 歯科用金ろう 金30%以上を含有し、金及び白金族の合計が35%
以上の金ろうをいう。

200204998 その他の歯科用貴金属合金

歯科用金銀パラジウム合金

200206022 歯科鋳造用金銀パラジウム合金 金12%以上、ﾊﾟﾗｼﾞｳﾑ20%以上、銀40%以上を含有す
るもので鋳造用のものをいう。

200206048 歯科非鋳造用金銀パラジウム合金 金12%以上、ﾊﾟﾗｼﾞｳﾑ25%以上、銀40%以上を含有す
るもので線状、板状、ﾊﾞｰ状ｷｬｯﾌﾟ状の形態をなす
非鋳造用のものをいう。

200206064 歯科用金銀パラジウム合金ろう 金15%以上、金及びﾊﾟﾗｼﾞｳﾑの合計が30%以上、銀
30%以上のものをいう。

200206992 その他の歯科用金銀パラジウム合金

歯科用銀合金

200208026 歯科鋳造用銀合金第1種 銀60%以上で、ｲﾝｼﾞｳﾑ5%未満を含有し、金及び白
金族元素を含まないものをいう。

200208042 歯科鋳造用銀合金第2種 銀60%以上で、ｲﾝｼﾞｳﾑ5%以上、白金族元素10%以
下を含有し、金を含まないものをいう。

200208068 歯科用銀ろう 銀35%以上のものをいう。

200208084 歯科鋳造用１４カラット金合金プラスメタル 歯科鋳造用14ｶﾗｯﾄ金合金を作製するために金地
金に混入する合金をいう。

200208101 歯科鋳造用金合金用プラスメタル 歯科鋳造用金合金を作製するために金地金に混
入する合金をいう。ただし、14ｶﾗｯﾄ用を除く。

200208996 その他の歯科用銀合金 歯科鋳造用銀合金第３種を含む。

歯科用ニッケル・クロム系合金

200210023 歯科鋳造用ニッケル・クロム合金 ﾆｯｹﾙとｸﾛﾑの合計50%以上を含有し、歯科鋳造用
に使用するものをいう。

200210049 歯科陶材焼付用ニッケル・クロム合金 ﾆｯｹﾙとｸﾛﾑの合計50%以上を含有し、陶材焼付用
に使用するものをいう。

200210065 歯科用ニッケル・クロム合金線 ﾆｯｹﾙ70%以上、ｸﾛﾑ7%以上、銅7%以下を含有する
綿状の非鋳造用合金をいう。

200210081 歯科用ニッケル・クロム合金板 ﾆｯｹﾙ80%以上、ｸﾛﾑ5%以上、銅7%以下を含有する
板状の非鋳造用合金をいう。

200210108 歯科非鋳造用ニッケル・クロム合金 ﾆｯｹﾙ･ｸﾛﾑを主成分とし歯科用ﾆｯｹﾙ･ｸﾛﾑ合金線
及び歯科用ﾆｯｹﾙ･ｸﾛﾑ合金板を除く歯科非鋳造用
合金をいう。
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200210124 歯科用ニッケル・クロム系合金ろう ﾆｯｹﾙ･ｸﾛﾑを主成分とし、歯科用ﾆｯｹﾙ･ｸﾛﾑ合金、
歯科用ｽﾃﾝﾚｽ鋼線・歯科用ｺﾊﾞﾙﾄ･ｸﾛﾑ合金等のろ
う付に使用するものをいう。

200210993 その他の歯科用ニッケル・クロム系合金

歯科用コバルト・クロム系合金

200212027 歯科鋳造用コバルト・クロム合金 ｺﾊﾞﾙﾄ40%以上、ｸﾛﾑ20%以上を含有し、歯科鋳造用
に使用するものをいう。

200212043 歯科陶材焼付用コバルト・クロム合金 ｺﾊﾞﾙﾄとｸﾛﾑの合計50%以上を含有し、陶材焼付用
に使用するものをいう。

200212069 歯科用コバルト・クロム合金線 鉤用及び矯正用はｺﾊﾞﾙﾄ25%以上、ｸﾛﾑ15%以上、
ﾊﾞｰ用にあってはｺﾊﾞﾙﾄ20%以上、ｸﾛﾑ15%以上を含
有する綿状の非鋳造用合金をいう。

200212085 歯科非鋳造用コバルト・クロム合金 ｺﾊﾞﾙﾄ･ｸﾛﾑを主成分とし歯科用ｺﾊﾞﾙﾄ･ｸﾛﾑ合金線
を除く歯科非鋳造用合金をいう。

200212102 歯科用コバルト・クロム系合金ろう ｺﾊﾞﾙﾄ･ｸﾛﾑを主成分とし、歯科用ﾆｯｹﾙ･ｸﾛﾑ合金、
歯科用ｽﾃﾝﾚｽ鋼線・歯科用ｺﾊﾞﾙﾄ･ｸﾛﾑ合金等のろ
う付に使用するものをいう。

200212997 その他の歯科用コバルト・クロム系合金

歯科用ステンレス合金及びチタン合金

200214021 歯科用ステンレス鋼線 ｽﾃﾝﾚｽ鋼線で歯科用鉤、合釘及び矯正に使用す
るものをいう。

200214047 歯科用ステンレス合金 歯科用ｽﾃﾝﾚｽ合金板及び歯科用ｽﾃﾝﾚｽ鋼線・ｽﾃ
ﾝﾚｽ合金板より加工されたものをいう。

200214063 歯科鋳造用チタン合金 純ﾁﾀﾝ及びﾁﾀﾝを主成分とする歯科鋳造用合金を
いう。

200214089 歯科非鋳造用チタン合金 純ﾁﾀﾝ及びﾁﾀﾝを主成分とする歯科非鋳造用合金
をいう。

200214991 その他の歯科用ステンレス合金及びチタン合金

歯科充填用合金

200216025 歯科銀アマルガム用合金 銀、すずを主成分とし歯科用水銀と練和して、主と
して充填に使用する銀ｱﾏﾙｶﾞﾑ用合金をいう。

200216041 歯科用水銀 水銀純度99.5%以上で歯科銀ｱﾏﾙｶﾞﾑ用合金もしく
はその他の歯科ｱﾏﾙｶﾞﾑ用合金と練和して充填に
用いるものをいう。

200216995 その他の歯科充填用合金

その他の歯科用金属

200299020 歯科用易溶合金

200299990 他に分類されない歯科用金属

歯冠材料

陶歯

200402026 義歯床用陶歯 真空焼成法による義歯床用陶歯であって、既製の
人工歯をいう。

200402996 その他の陶歯

歯科用セラミックス

200404020 歯科用陶材 歯冠修復用陶材で、粉末及び液体の２成分を用い
て焼成するものをいう。

200404046 歯科金属焼付用陶材 歯冠修復用陶材で、粉末及び液体の２成分を用い
て金属歯冠上に築盛し、これを焼成するものをい

200404062 歯科鋳造用セラミックス 歯冠修復用陶材で、鋳造法にて成型し、これを結
晶化するものをいう。

200404088 歯科射出成型用セラミックス 歯冠修復用陶材で、射出成型法にて成型し、これ
を焼成するものをいう。

200404990 その他の歯科用セラミックス

レジン歯

200406024 アクリル系レジン歯 義歯に使用するｱｸﾘﾙ系ﾚｼﾞﾝを主体とした既製人
工歯をいう。

200406040 硬質レジン歯 義歯に使用する硬質ﾚｼﾞﾝを主体とした既製人工歯
をいう。

200406066 暫間被覆レジン歯 一時的に歯冠を被覆するのに用いられるﾚｼﾞﾝ製の
既製人工歯をいう。

200406994 その他のレジン歯

歯冠用レジン

200408028 アクリル系歯冠用レジン ﾒﾀｸﾘﾙ酸ｴｽﾃﾙ単量体及び重合体等を主成分とし、
各種の重合法によって歯冠部の修復及び暫間被
覆冠の製作等に用いる材料をいう。
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200408044 歯冠用硬質レジン ｱｸﾘﾙ系歯冠用ﾚｼﾞﾝよりも硬質になる成分を加えて
各種の重合法によって、歯冠部の修復及び暫間被
覆冠の製作等に用いる材料をいう。

200408998 その他の歯冠用レジン

200499006 その他の歯冠材料

義歯床材料

義歯床用レジン

200602028 義歯床用アクリル系レジン ﾒﾀｸﾘﾙ酸ｴｽﾃﾙ単量体及び重合体等を主成分とし
各種の重合法によって義歯床を製作するのに用い
る材料をいう。（熱可塑性を除く）

200602044 義歯床用熱可塑性レジン 射出成型、圧縮成型等により義歯床を製作するの
に用いる熱可塑性材料をいう。

200602060 義歯床用短期弾性裏装材 義歯床の粘膜面に裏装し、適合の調整又は機能
印象を行う材料で短期（暫間的）に用いるものをい

200602086 義歯床用長期弾性裏装材 義歯床の粘膜面に裏装し、適合の調整を行う材料
で長期に用いるものをいう。

200602103 歯科用レジン表面滑沢硬化材 ﾚｼﾞﾝ補綴物の表面に塗布硬化させ、その滑沢性
及び耐磨耗性を高めるのに用いる材料をいう。

200602998 その他の義歯床用レジン

200604006 義歯床補修用レジン 各種の重合法によって義歯床の裏装、改床又は破
折義歯床の補修に用いるものをいう。

歯科成型用レジン

200606026 歯科印象トレー用レジン 粉末及び液体の常温重合ﾚｼﾞﾝ又は熱可塑性ﾚｼﾞﾝ
で、個人ﾄﾚｰ及びﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ等に用いるものをい

200606042 歯科用パターンレジン ｲﾝﾚｰ及びｸﾗｳﾝ鋳造用同一型を製作する時に用い
るﾚｼﾞﾝをいう。

200606996 その他の歯科成型用レジン

200699008 その他の義歯床材料

歯科合着、充填及び仮封材料

歯科合着、接着用材料

200802020 歯科用りん酸亜鉛セメント 酸化亜鉛粉末とりん酸溶液を主体とする補綴物の
合着材料をいう。

200802046 歯科用けいりん酸セメント ｱﾙﾐﾉｼﾘｹｰﾄ粉末及び酸化亜鉛粉末とりん酸溶液
を主体とする補綴物の合着用材料をいう。

200802062 歯科用ポリカルボキシレートセメント 酸化亜鉛粉末とﾎﾟﾘｶﾙﾎﾞﾝ酸水溶液を主体とする補
綴物の合着用材料をいう。

200802088 歯科接着用レジンセメント ﾚｼﾞﾝ又は無機質粉末を含むﾚｼﾞﾝを主体とする補綴
物などの接着用材料をいう。

200802105 歯科酸化亜鉛ユージノールセメント及び非ユー
ジノールセメント

酸化亜鉛とﾕｰｼﾞﾉｰﾙあるいは非ﾕｰｼﾞﾉｰﾙを主体と
する補綴物の合着用材料をいう。

200802121 歯科用グラスポリアルケノエートセメント第1種 ｱﾙﾐﾉｼﾘｹｰﾄ粉末とﾎﾟﾘｶﾙﾎﾞﾝ酸水溶液を主体とす
る補綴物の合着用材料をいう。

200802990 その他の歯科合着、接着用材料

歯科充填用材料

200804024 歯科充填用コンポジットレジン ﾚｼﾞﾝと無機質粉末を主体とする充填材料及び支台
築造用材料をいう。

200804040 歯科コンポジットレジン用接着材料 ｺﾝﾎﾟｯﾄﾚｼﾞﾝと歯質との接着材料をいい、ｴｯﾁﾝｸﾞ材
料とﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ材料を含むものをいう。

200804066 歯科用グラスポリアルケノエートセメント第2種 歯質に接着する歯冠色充填材料で、ｱﾙﾐﾉｼﾘｹｰﾄ
粉末とﾎﾟﾘｶﾙﾎﾞﾝ酸水溶液とからなるものをいう。

200804082 歯科用けい酸塩セメント ｱﾙﾐﾉｼﾘｹｰﾄ粉末とりん酸溶液を主成分とする充填
材料をいう。

200804109 歯科小窩裂溝封鎖材 小窩裂溝に用いるﾚｼﾞﾝ又はｾﾒﾝﾄ材料をいう。

200804994 その他の歯科充填用材料

歯科仮封用材料

200806028 歯科用テンポラリーストッピング ｶﾞｯﾀﾊﾟｰﾁｬ等の高分子材料、ろう、酸化亜鉛等を主
成分とする仮封用材料をいう。

200806044 歯科用酸化亜鉛ユージノール仮封用材料 酸化亜鉛とユージノールを主成分とする仮封用材
料をいう。

200806998 その他の歯科仮封用材料

歯科包帯用材料

200808022 歯科用酸化亜鉛ユージノール包帯用材料 酸化亜鉛とﾕｰｼﾞﾉﾙを主成分とする包帯用材料を
いう。

200808992 その他の歯科包帯用材料

歯科用根管充填材料

26



分類番号 一  般  的  名  称 参    考

200810029 歯科用根管充填ポイント ｶﾞｯﾀﾊﾟｰﾁｬなどを含有し根管に充填するﾎﾟｲﾝﾄをい
う200810045 歯科用根管充填固状材料 根管に充填する固状の材料をいう。

200810061 歯科用根管充填シーラー 根管充填に用いるｼｰﾘﾝｸﾞ材料をいう。

200810999 その他の歯科用根管充填材料

200899000 その他の歯科合着、充填及び仮封材料

歯科用印象材料及び複模型用印象材

歯科用印象材料

201002029 歯科用アルギン酸塩印象材 ｱﾙｷﾞﾝ酸塩の可溶性塩を主成分とする印象材をい
う201002045 歯科用ゴム質弾性印象材 ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ、ｼﾘｺｰﾝ等の合成ｺﾞﾑを主材とし、これ
と硬化材とからなる精密印象材をいう。

201002061 歯科用寒天印象材 寒天を主成分とする印象材をいう。

201002087 歯科用インプレッションコンパウンド 熱可塑性樹脂を主成分とし、概形印象採得等に使
用するものをいう。

201002104 歯科印象用石こう 普通石こうを主成分とする印象材をいう。

201002120 歯科適合試験用印象材 有床義歯や補綴物を口腔内に装着する際の、粘
膜面や支台歯への適合状態を試験する印象をい

201002146 歯科印象採得補助材料 印象採得時に、一時的に歯肉を歯面から排除する
のに用いる材料をいう。

201002999 その他の歯科用印象材料

歯科複模型用印象材料

201004023 歯科複模型用寒天印象材 寒天を主成分とする印象材で、複模型の製作に用
いるものをいう。

201004049 歯科複模型用ゴム質弾性印象材料 ｼﾘｺｰﾝ等の合成ｺﾞﾑを主成分とする印象材で、複模
型の製作に用いるものをいう。

201004993 その他の歯科複模型用印象材料

201099009 その他の歯科用印象材及び複模型用印象材料

歯科用ワックス及びワックス成型品

歯科用ワックス

201202021 歯科インレー鋳造用ワックス ｲﾝﾚｰ及びｸﾗｳﾝ鋳造用ろう型を製作するときに使う
ﾜｯｸｽをいう。

201202047 歯科用パラフィンワックス 主として、義歯床の仮床、人工歯の排列等に用い
るﾜｯｸｽをいう。

201202063 歯科用キャスティングワックス 床、ﾊﾞｰ、ｸﾗｽﾌﾞ等の鋳造に用いるﾜｯｸｽをいう。

201202089 歯科用ステッキワックス 仮着用ﾜｯｸｽをいう。

201202106 歯科印象用ワックス 咬合及び印象採得用ﾜｯｸｽをいう。

201202122 歯科用ユーティリティーワックス 補助用万能ﾜｯｸｽをいう。

201202148 歯科用ベースプレート 熱可塑性樹脂を主成分とする仮床用材料をいう。
ただし、印象ﾄﾚｰ用ﾚｼﾞﾝを除く。

201202991 その他の歯科用ワックス

201204009 歯科用ワックス成型品 歯科で用いるﾜｯｸｽ成型品をいう。

201299001 その他の歯科用ワックス及びワックス成型品

歯科用模型材及び歯科用埋没材

歯科用模型材

201402023 歯科用焼石こう 歯科で用いる焼石こうをいう。

201402049 歯科用硬質石こう 歯科で用いる硬質石こうをいう。

201402065 歯科高温用模型材 無水けい酸とりん酸塩、ｺﾛｲｸﾞﾙｼﾘｶとｴﾁﾙｼﾘｹｰﾄ等
を主成分とする模型材をいう。

201402081 歯科用樹脂系模型材 合成樹脂を主成分とする模型材をいう。

201402993 その他の歯科用模型材

歯科用埋没材

201404027 歯科鋳造用石こう系埋没材 無水けい酸と石こうを主成分とする鋳型用埋没材
をいう。

201404043 歯科高温鋳造用埋没材 無水けい酸とりん酸塩、ｺﾛｲﾀﾞﾙｼﾘｶとｴﾁﾙｼﾘｹｰﾄ等
を主成分とする鋳造用埋没材料をいう。

201404069 歯科ろう付用埋没材 石英を主成分とするろう着に用いる埋没材をいう。

201404997 その他の歯科用埋没材

201499003 その他の歯科用模型材及び歯科用埋没材

歯科用研削材及び研磨材

201602009 歯科用アブレシブ研削材 炭化けい素質、ｱﾙﾐﾅ質などの研削材をいう。ﾎﾟｲﾝ
ﾄ、ﾎｲｰﾙ、ﾃﾞｨｽｸなどを含む。
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201604003 歯科用ダイヤモンド研削材 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ研削材をいう。ﾎﾟｲﾝﾄ、ﾎｲｰﾙ、ﾃﾞｨｽｸなど
を含む。

201606007 歯科用ゴム製研磨材 ｺﾞﾑ製研磨材をいう。ﾎﾟｲﾝﾄ、ﾎｲｰﾙ、ﾃﾞｨｽｸなどを含
む。

201699005 その他の歯科用研削材及び研磨材

その他の歯科材料

209902008 義歯床安定用糊材 床用に一時的に用いる糊材をいう。

209904002 歯科用インプラント材 顎骨内もしくは顎骨上に挿入される構造体。

209906006 歯科用手袋 ｺﾞﾑ製又はﾋﾞﾆｰﾙ製の歯科用手袋をいう。

209999004 他に分類されない歯科材料

鋼製器具

切断、絞断及び切削器具

220202004 刀 刃のついた刀でﾒｽをいう。外科、整形外科、形成
外科、脳外科、眼科、耳鼻咽喉科、産婦人科、皮
膚科、泌尿器科用等で用いる刀（替刃刀を含む）を
いい、歯科用を含む。電動式のものを除く。

220204008 せん刀（はさみ） 俗称はさみという。外科、整形外科、形成外科脳外
科、眼科、耳鼻咽喉科、産婦人科、皮膚泌尿器科
用等せん刀をいい、歯科用を含む。電動式のもの
を除く。

220206002 のこぎり 線鋸、骨鋸等をいい、歯科用を含む。電動式のも
のを除く。

220208006 のみ 骨のみ、万能整形のみ、前頭洞のみ、中隔手術用
のみ等をいい、歯科用を含む。電動式のものを除

220210003 やすり 骨やすり等をいい、歯科用を含む。電動式のものを
除く。

220212007 絞断器 扁桃絞断器＜別名扁桃刀＞喉頭絞断器、直達用
絞断器、耳用絞断器、鼻用絞断器等をいう。電動
式のものを除く。

220214001 切除器 扁桃切除器等をいう。電動式のものを除く。

220216005 穿孔器 組織の一部に孔をあける器械器具をいい、眼科用
管錐（ﾄﾚﾊﾟﾝ）及び耳朶穿孔器（ﾋﾟｱｽ用穿孔器）を
含む。電動式のものを除く。滅菌されたものは除

220299000 その他の切断、絞断及び切削器具

挾器

220402006 ピンセット 診療の際に皮膚や組織、異物等をつまみ、又は把
持するために用いる器具をいう。鑷子ともいい、歯
科用を含む。ただし、縫合ﾋﾟﾝｾｯﾄは除く。電動式の
ものを除く。

220404000 鉗子 臓器、骨、病変組織、異物等を把持又は圧迫もしく
は圧挫等のために用いる器具をいい、生体鉗子、
内視鏡鉗子、切除鉗子類及び歯科用を含む。縫合
鉗子は除く。電動式のものを除く。

220406004 舌圧子 舌を圧定する板状等の器具をいう。

220408008 消息子 皮下や深部組織、病変部、涙管等の状態の検査に
用いる器具をいう。電動式のものを除く。

220410005 挾瞼器、開瞼器及び眼球固定器具 眼瞼を挟持し、拡げ又は固定及び眼球を固定する
器具をいい、固定針を含む。電動式のものを除く。

220499002 その他の挾器

220600004 鋭ひ及び鈍ひ 病変組織、人体組織などの掻爬等に使用する器具
をいい、歯科用を含む。輪ひ及び異物除去器を含
む。電動式のものを除く。

鈎、開創器、開孔器

220802000 鈎 創口、術部等を覆う組織、筋肉などを拡げるために
用いる器具をいい、外科、産婦人科、眼科、耳鼻咽
喉科、歯科用を含む。電動式のものを除く。

220804004 開創器 創口を拡げて保持するために用いる器具をいい腹
壁固定器、開腹固定器、開胸器、閉胸器を含む。
眼球固定器は除く。電動式のものを除く。

220806008 開孔器 人体の口、耳、鼻腔、肛門等を開くために用いる器
具をいう。開口器、耳鏡、鼻鏡、腔鏡、肛門鏡を含
む。電動式のもを除く。

220899006 その他の鈎、開創器、開孔器

起子、剥離子及びてこ

221002009 外科用起子及び剥離子 電動式のものを除く。
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221004003 眼科用起子及び剥離子 電動式のものを除く。

221006007 耳鼻咽喉科用起子及び剥離子 電動式のものを除く。

221008001 てこ 膝関節挺子、骨折整復挺子等の挺子類をいい、ﾚﾄ
ﾗｸﾀを含む。電動式のものを除く。

221099005 その他の起子、剥離子及びてこ

整形外科手術用器械器具

221202001 骨接合用器械 主として整形外科で骨接合用に用いる器械で手回
し骨錐、踵骨圧定器及び無名骨鈎等をいう。手動
のものに限る。

221204005 電動式骨手術器械 電動のこぎりを含む。

221206009 エア式骨手術器械 気動式のものをいう。

221208003 骨接合用及び骨手術用器具 専用のﾄﾞﾗｲﾊﾞ、ｽﾊﾟﾅ、長さｹﾞｰｼﾞ等の工具類で、創
外固定器、人工関節用ﾄﾗｲｱﾙを含む。手動式に限

221210000 靱帯再建術用手術器械 人工靭帯を植込むために用いる手術器械で、手動
式のものに限る。

221299007 その他の整形外科用器械器具

その他の鋼製器具

229902004 つち 合成樹脂製及びｺﾞﾑ製等を含む。電動式のものを
除く。

229904008 へら 電動式のものを除く。

229906002 医療用拡張器 尿道ﾌﾞｰｼｰ、尿道拡張器、前立腺押出器及び子宮
頸管拡張器等の器具をいう。電動式のものを除く。

229908006 医科用捲綿子 先端部に脱脂綿を巻き付けて用いる綿状の棒をい
い、歯科用を含む。

229999000 他に分類されない鋼製器具

眼科用品及び関連製品

視力補正用眼鏡

240202000 近視用眼鏡 無限遠点の像が網膜の前方に生じる眼球用のも
の240204004 遠視用眼鏡 無限遠点の像が網膜の後方に生じる眼球用のも
の240206008 乱視用眼鏡 視軸上に非点収差が存在する眼球用のもの。

240208002 老眼用眼鏡 老年になって調節の能力の減退した眼球用のも
の240299006 その他の視力補正用眼鏡

240400008 特殊眼鏡 弱視眼鏡（遠用弱視・近用弱視眼鏡）及び白内障
手術後の眼鏡等をいう。

視力補正用眼鏡レンズ

240602004 視力補正用単焦点眼鏡レンズ 遠視用・近視用があり、その中には球面ﾚﾝｽﾞ・乱視
ﾚﾝｽﾞがある。

240604008 視力補正用多焦点眼鏡レンズ 二重焦点（ﾊﾞｲﾌｫｰｶﾙ）、三重焦点（ﾄﾗｲﾌｫｰｶﾙ）ﾚﾝ
ｽﾞ等がある。

240606002 視力補正用累進多焦点眼鏡レンズ 遠用部、累進部及び近用部を持つ眼鏡ﾚﾝｽﾞ。

240699000 その他の視力補正用眼鏡レンズ

コンタクトレンズ

240802006 ハードコンタクトレンズ 親水性及び非親水性のﾌﾟﾗｽﾁｯｸ材料で作られた主
に非含水性の硬いﾚﾝｽﾞである。

240804000 ソフトコンタクトレンズ 親水性及び非親水性のﾌﾟﾗｽﾁｯｸ材料で作られた主
に含水性の柔らかいﾚﾝｽﾞである。

240806004 治療用コンタクトレンズ 角膜疾患（水泡性角膜炎、角結膜乾燥症、角膜ﾍﾙ
ﾍﾟｽ、角膜潰瘍等）の治療に用いる。

240808008 検査用コンタクトレンズ 前房隅角検査用、眼底検査用、眼内異物計測用、
前房隅角切開手術用、網膜電図用等がある。

240899002 その他のコンタクトレンズ

検眼用品

241002005 視力表及び乱視検査表 検査装置以外の視力表及び乱視検査表をいう。た
だし表に照明器具を具備したものを含む。

241004009 色盲検査表 色盲度合を検査する色ﾁｬｰﾄ検査表をいう。

241006003 検眼レンズ 板付きﾚﾝｽﾞ等を含む。

241008007 隅角鏡 前房隅角の状態を観察するための光学機器をい
う241099001 その他の検眼用品

249900006 その他の眼科用品及び関連製品

衛生材料及び衛生用品

衛生材料

260202006 医用不織布ガーゼ 綿等を物理的、化学的に結合して布状にしたもの。
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260299002 その他の衛生材料

衛生用品

避妊用具

260402024 ペッサリー

260402040 子宮内避妊用具 IUDをいう。

260402994 その他の避妊用具

手術用手袋及び指サック

260404028 手術用手袋

260404044 指サック

260404998 その他の手袋及び指サック

260406006 脱疾治療用具

260499004 その他の衛生用品

269900002 その他の衛生材料、衛生用品及び関連製品

家庭用医療機器

家庭用マッサージ・治療浴用機器及び装置

家庭用マッサージ器

280202028 家庭用電気マッサージ器 電気ｴﾈﾙｷﾞｰを振動ｴﾈﾙｷﾞｰに変えて、患部をﾏｯ
ｻｰｼﾞする家庭用の機器をいい、別名電気あんま器
という。又適当な時間間隔でもみ、たたく方式の器
具もあり、その他ﾛｰﾗｰ式のものもある。手持式、椅
子式及びﾍﾞｯﾄﾞ式がある。

280202044 家庭用エアマッサージ器 空気の圧力を変化させることにより患部をﾏｯｻｰｼﾞ
する機器をいう。

280202060 家庭用吸引マッサージ器 吸引ﾊﾟｲﾌﾟを患部にあて繰返し引張ることによりﾏｯ
ｻｰｼﾞする機器をいう。

280202998 その他の家庭用マッサージ器

家庭用指圧代用器

280204022 家庭用温熱式指圧代用器 電熱等で加熱できない丸い突起物を設けたもの
で、自らの体重あるいは圧迫することにより指圧す
る機器をいう。

280204048 家庭用ローラー式指圧代用器 ﾛｰﾗｰ式突起物を設けたもので、自らの体重あるい
は圧迫することにより指圧する機器をいう。

280204992 その他の家庭用指圧代用器

家庭用治療浴装置

280206026 家庭用超音波気泡浴装置 電気発振によらず、加圧水に空気を混合して噴射
させ、気泡群及び気泡から超音波を発生させる装
置をいう。

280206042 家庭用気泡浴装置 多孔性の噴気孔を有する盤又はその他の機構に
より、空気を送り気泡群を水中に噴出させる装置を

280206068 家庭用渦流浴装置 浴槽の水を回転させて渦流状にし、水流圧により
ﾏｯｻｰｼﾞ効果を得る装置をいう。

280206996 その他の家庭用治療浴装置

280299008 その他の家庭用マッサージ・治療浴用機器及び装
置家庭用電気・光線治療器

家庭用電気治療器

280402020 家庭用低周波治療器 皮膚の表面より微弱な低周波電流を流して患部を
治療する機器をいう。

280402046 家庭用電位治療器 人体を絶縁状態にして交流高電位又は陰電位を
与えて治療する機器をいう。

280402062 家庭用超短波治療器 絶縁された電極を介して、超音波を人体に透射す
ることにより、治療する機器をいう。

280402088 組合せ家庭用電気治療器 家庭用低周波治療器と電位治療器、ﾏｯｻｰｼﾞ器と
電位治療器等の組み合わせ治療器をいう。

280402990 その他の家庭用電気治療器

家庭用光線治療器

280404024 家庭用赤外線治療器 赤外線を利用して患部を治療する機器をいう。

280404040 家庭用紫外線治療器 紫外線を利用して患部を治療する機器をいう。

280404994 その他の家庭用光線治療器 各種光線を使用して患部を治療する機器をいう。

280499000 その他の家庭用電気・光線治療器

家庭用磁気・熱療法治療器

家庭用磁気治療器
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280602022 家庭用電気磁気治療器 交流電気によって磁場をつくり、磁力により患部を
治療する機器をいう。

280602048 家庭用永久磁石磁気治療器 永久磁石の磁力により患部を治療する機器をい
う280602992 その他の家庭用磁気治療器

家庭用熱療法治療器

280604028 家庭用温熱治療器 電熱を利用して温湿布による熱刺激を与え、患部
を治療する（温きゅう器を除く）機器をいう。

280604042 温灸器 温熱刺激を患部に与えて治療する機器をいう。

280604996 その他の家庭用熱療法治療器

280699002 その他の家庭用磁気・熱療法治療器

家庭用吸入器

280802008 家庭用超音波吸入器 超音波振動方式によって吸入液を微粒子にして咽
喉に噴霧吸入させる機器をいう。

280804002 家庭用電動式吸入器 空気の噴射により吸入液を噴霧吸入させる機器を
いう。

280806006 家庭用電熱式吸入器 吸入液を電熱により蒸気化して噴霧吸入させる機
器をいう。

280899004 その他の家庭用吸入器

家庭用医療用物質生成器

281002007 貯槽式電解水生成器 陽極側に乳酸ｶﾙｼｳﾑ等溶液、陰極側には水を貯
めた状態で一定時間電気分解する機器をいう。

281004001 連続式電解水生成器 水道等に直結して、原水（陰極側又は陽極側又は
両極）に乳酸ｶﾙｼｳﾑ等を添加して流水過程で電気
分解をする機器をいう。

281099003 その他の家庭用医療用物質生成器

補聴器

281202009 ポケット型補聴器 耳に差し込むｲﾔﾎﾝとﾏｲｸﾛﾎﾝを組込んだ音響増幅
装置とが、ｺｰﾄﾞで結合されている補聴器をいう。空
気伝導式のものは承認を要しない。

281204003 耳掛け型補聴器 ｲﾔﾎﾝとﾏｲｸﾛﾎﾝを組込んだ音響増幅装置が耳に
掛けられるようにﾌﾟﾗｽﾁｯｸのﾌｯｸで結合されている
方式の補聴器をいう。空気伝導式のものは承認を

281206007 耳穴型補聴器 ｲﾔﾎﾝ、ﾏｲｸﾛﾎﾝ及び音響増幅装置とが一体とな
り、耳に差し込んで使用する補聴器をいう。ﾚﾃﾞｨﾒｰ
ﾄﾞﾀｲﾌﾟ、ﾓｼﾞｭｰﾙﾀｲﾌﾟ及びｵｰﾀﾞｰﾒｰﾄﾞﾀｲﾌﾟに分けら
れる。空気伝導式のものは承認を要しない。

281208001 眼鏡型補聴器 眼鏡のつるに音響増幅装置を組込んだ方式の補
聴器をいう。空気伝導式のものは承認を要しない。

281299005 その他の補聴器 骨導補聴器を含む。

家庭用衛生用品

281402001 月経処理用タンポン

281404005 救急絆創膏 創傷面の滅菌、消毒等のために医薬品が付着して
いるものは該当しない。

281499007 その他の家庭用衛生用品

その他の家庭用医療機器

家庭用はり用器具

289902028 貼付型接触針

289902998 その他の家庭用はり用器具

289904006 家庭用膣洗浄器

289906000 コンドーム

289999008 他に分類されない家庭用医療機器
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