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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もの） 保険適用開始年月日：平成24年8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

21800BZG10021000 オートパルス人工蘇生システム モデル１００ アドミス株式会社 心マッサージ器

219ADBZX00119A02 ＣＳ ７４００ イメージングプレートシステム ケアストリームヘルス株式会社 デジタル撮影装置

22100BZI00013000 オートパルス人工蘇生システム モデル１００ Ｖ１．５ アドミス株式会社 心マッサージ器

22300BZX00306000 ＳＪＭ ＦＤ－ＯＣＴ イメージングシステム セント・ジュード・メディカル株式会社 電子観血血圧計

22300BZX00306000 モニタ

22400BZX00201000 デフィブリレータ ＴＥＣ－８３００シリーズ カルジオライフ 日本光電工業株式会社 除細動器

22400BZX00201000 モニタ

22400BZX00209000 電磁誘導式結石破砕装置 ＥＭ１０００ 日本メディスペック株式会社 体外式衝撃波結石破砕装置（Ⅱ）

22400BZX00216000 ＣＡＤＤポンプ Ｓｏｌｉｓ スミスメディカル・ジャパン株式会社 注入ポンプ（Ⅲ）

224AABZX00090000 パルスオキシメータ ＰＵＬＳＯＸ－Ｌｉｔｅ コニカミノルタオプティクス株式会社 パルスオキシメータ

224ABBZX00042000 Ｏ－ａｒｍ イメージングシステム 日本メドトロニック株式会社 診断用Ｘ線装置

224ABBZX00042000 ＣＴ撮影装置

224ABBZX00053000 血管撮影システム Ｔｒｉｎｉａｓ 株式会社島津製作所 診断用Ｘ線装置

224ABBZX00053000 デジタル撮影装置

224ABBZX00075000 デジタル撮影装置 ＤＡＲ－９５００ｆ 株式会社島津製作所 デジタル撮影装置

224ABBZX00076000 近赤外光イメージング装置 ＳＭＡＲＴＮＩＲＳ 株式会社島津製作所 光トポグラフィー

224ABBZX00097000 大腸ビデオスコープ Ｇ６３７０８１ オリンパスメディカルシステムズ株式会社 内視鏡

224ABBZX00100000 大腸ビデオスコープ ＯＬＹＭＰＵＳ ＣＦ ＴＹＰＥ Ｙ００４７－Ⅰ オリンパスメディカルシステムズ株式会社 内視鏡

224ADBZX00086000 バセラ ＶＳ－３０００シリーズ フクダ電子株式会社 心電計（Ⅱ）

224ADBZX00089000 オプトメッドＭ５ キヤノンマーケティングジャパン株式会社 眼底カメラ（Ⅰ）

224ADBZX00090000 脳波計 ＥＥＧー１２５０ ニューロファックス 日本光電工業株式会社 脳波計

224ADBZX00090000 終夜睡眠診断装置（Ⅱ）

224AFBZX00073000 ダブリン７シリーズ キャンデラ株式会社 光線治療器（Ⅱ）

224AFBZX00079000 パルサー チェスト株式会社 排痰補助装置

224AFBZX00081000 エボリューション 日本ルフト株式会社 酸素供給調節器

224AGBZX00056000 解析付心電計 Ｋｅｎｚ Ｃａｒｄｉｃｏ ３０６ 株式会社スズケン 心電計（Ⅱ）

224AIBZX00021000 ビデオ喉頭鏡 ＫＩＮＧ ＶＩＳＩＯＮ アコマ医科工業株式会社 内視鏡

224AHBZX00016000 レボルクス　Ｐｏｉｎｔ　３Ｄ 株式会社アイキャット ＣＴ撮影装置

中医協 総－３－２ 
２４．８．２２ 



2

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)
20700BZZ00357000 ＰＨＹＳＩＯ－ＨＩＰ SYSTEM ステムＧＡ７６ 京セラメディカル株式会社 057 人工股関節用材料 (2) 大腿骨側材料 ① 大腿骨ｽﾃﾑ(Ⅰ) ｱ 標準型 ¥507,000

21600BZZ00261000 ウルトラハイフローシース 東郷メディキット株式会社 001 血管造影用ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ (3) 選択的導入用(ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙを兼ねるもの) ¥16,900

21600BZZ00294000 ＯＸＩＡカスタムセット 株式会社ジェイ・エム・エス 127 人工心肺回路 (6) 個別機能品 ⑧ 熱交換器 ¥16,800

22300BZX00049000 メラエクセライン回路Ｎ２ 泉工医科工業株式会社 124 ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙ人工肺(膜型肺) (1) 体外循環型(ﾘｻﾞｰﾊﾞｰ機能あり) ① 一般用 ¥142,000

22300BZX00049000 127 人工心肺回路 (5) 分離体外循環回路 ¥47,100

22300BZX00049000 127 人工心肺回路 (6) 個別機能品 ① 貯血槽 ¥10,100

22300BZX00049000 127 人工心肺回路 (6) 個別機能品 ② ｶｰﾃﾞｨｵﾄﾐｰﾘｻﾞｰﾊﾞｰ ¥32,700

22300BZX00251000 メラエクセライン回路ＨＰ２ 泉工医科工業株式会社 127 人工心肺回路 (3) 心筋保護回路 ¥20,600

22300BZX00251000 127 人工心肺回路 (6) 個別機能品 ⑧ 熱交換器 ¥16,800

223AIBZX00051000 ＩＳＩＳ 気管チューブ テレフレックスメディカルジャパン株式会社 027 気管内ﾁｭｰﾌﾞ (1) ｶﾌあり ① ｶﾌ上部吸引機能あり ¥2,640

22400BZI00009000 サイエンテックス ＴＴＬ ＩＮ 株式会社アルファテック・パシフィック 064 脊椎固定用材料 (5) 脊椎ｽｸﾘｭｰ(固定型) ¥80,900

22400BZI00009000 064 脊椎固定用材料 (6) 脊椎ｽｸﾘｭｰ(可動型) ¥103,000

22400BZX00027A01 エクセリス クアドラ セント・ジュード・メディカル株式会社 144 両室ﾍﾟｰｼﾝｸﾞ機能付き植込型除細動器 (2) 4極用 ¥4,290,000

22400BZX00028A01 カルテットＪ セント・ジュード・メディカル株式会社 113 植込式心臓ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ用ﾘｰﾄﾞ (1) ﾘｰﾄﾞ ① 経静脈ﾘｰﾄﾞ ｴ 4極 ¥138,000

22400BZX00071000 ナノパスニードルⅡ テルモ株式会社 007 万年筆型注入器用注射針 (3) 超微細型 ¥18

22400BZX00195000 ニプロポリエーテルスルホンダイアライザー ニプロ株式会社 006 在宅血液透析用特定保険医療材料(回路を含む｡) (1) ﾀﾞｲｱﾗｲｻﾞｰ ① ﾎﾛｰﾌｧｲﾊﾞｰ型及び積層
型(ｷｰﾙ型)(膜面積1.5㎡未満)(Ⅰ･Ⅱ)

¥1,660

22400BZX00195000 006 在宅血液透析用特定保険医療材料(回路を含む｡) (1) ﾀﾞｲｱﾗｲｻﾞｰ ⑥ ﾎﾛｰﾌｧｲﾊﾞｰ型及び積層
型(ｷｰﾙ型)(膜面積1.5㎡以上)(Ⅰ･Ⅱ)

¥1,660

22400BZX00195000 040 人工腎臓用特定保険医療材料(回路を含む｡) (1) ﾀﾞｲｱﾗｲｻﾞｰ ① ﾎﾛｰﾌｧｲﾊﾞｰ型及び積層型(ｷｰ
ﾙ型)(膜面積1.5㎡未満)(Ⅰ･Ⅱ)

¥1,660

22400BZX00195000 040 人工腎臓用特定保険医療材料(回路を含む｡) (1) ﾀﾞｲｱﾗｲｻﾞｰ ⑥ ﾎﾛｰﾌｧｲﾊﾞｰ型及び積層型(ｷｰ
ﾙ型)(膜面積1.5㎡以上)(Ⅰ･Ⅱ)

¥1,660

22400BZX00198000 Ｂｌａｚｅｒ Prime ＨＴＤ アブレーションカテーテル ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 123 経皮的ｶﾃｰﾃﾙ心筋焼灼術用ｶﾃｰﾃﾙ (1) 標準型 ¥158,000

22400BZX00210000 バード ベントリオ 株式会社メディコン 099 組織代用人工繊維布 (2) ﾍﾙﾆｱ修復･胸壁補強用 ③ 腹膜欠損用 1㎠当たり\394

22400BZX00215000 ＶＥＲＴＥＸ ＳＥＬＥＣＴ ＣＨＲＯＭＡＬＯＹ Ｐｌｕｓ ロッド メドトロニックソファモアダネック株式会社 064 脊椎固定用材料 (1) 脊椎ﾛｯﾄﾞ ¥49,000

22400BZX00217000 ＳｅＱｕｅｎｔ Ⅱ ＰＴＣＡ ＲＸ バルーンカテーテル ビー・ブラウンエースクラップ株式会社 130 心臓手術用ｶﾃｰﾃﾙ (1) 経皮的冠動脈形成術用ｶﾃｰﾃﾙ ① 一般型 ¥79,100

22400BZX00218000 コロックス ＯＴＷ－Ｌ ＢＰ バイオトロニックジャパン株式会社 113 植込式心臓ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ用ﾘｰﾄﾞ (1) ﾘｰﾄﾞ ① 経静脈ﾘｰﾄﾞ ｱ 標準型 ¥132,000

22400BZX00221000 循環用パーフュージョンカテーテル 富士システムズ株式会社 133 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ (6) ｵｸﾘｭｰｼﾞｮﾝｶﾃｰﾃﾙ ① 標準型 ¥18,300

22400BZX00227000 バリアックスエルボーシステム 日本ストライカー株式会社 060 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) (1) 一般ｽｸﾘｭｰ(生体用合金Ⅰ) ¥6,440

22400BZX00227000 061 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) (7) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ(生体用合金Ⅰ) ¥84,300

22400BZX00232000 ＴＲＩＯ トラウマ 日本ストライカー株式会社 064 脊椎固定用材料 (1) 脊椎ﾛｯﾄﾞ ¥49,000

22400BZX00232000 064 脊椎固定用材料 (5) 脊椎ｽｸﾘｭｰ(固定型) ¥80,900

22400BZX00235000 Ｑｕａｄｒａ－ＳⅡ セメントレス ステム メダクタジャパン株式会社 057 人工股関節用材料 (2) 大腿骨側材料 ① 大腿骨ｽﾃﾑ(Ⅰ) ｱ 標準型 ¥507,000

22400BZX00236000 ９１０ＤＴＰ ＨＩＰステム 京セラメディカル株式会社 057 人工股関節用材料 (2) 大腿骨側材料 ② 大腿骨ｽﾃﾑ(Ⅱ) ¥357,000

22400BZX00237000 Ｅｘｐｅｄｉｕｍ コバルトクロム ロッド５．５ ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 064 脊椎固定用材料 (1) 脊椎ﾛｯﾄﾞ ¥49,000

22400BZX00238000 ＡＰＰＬＡＵＳ フェモラル ヘッド 株式会社日本エム・デイ・エム 057 人工股関節用材料 (2) 大腿骨側材料 ③ 大腿骨ｽﾃﾑﾍｯﾄﾞ ｱ 大腿骨ｽﾃﾑﾍｯﾄﾞ(Ⅰ) ¥102,000

22400BZX00239000 タイトロープ Ａｒｔｈｒｅｘ Ｊａｐａｎ株式会社 077 人工靱帯 (2) 固定器具つき ¥136,000

22400BZX00240000 Ａｖｉａｔｏｒ サービカルシステム 日本ストライカー株式会社 064 脊椎固定用材料 (2) 脊椎ﾌﾟﾚｰﾄ(S) ¥40,000

22400BZX00240000 064 脊椎固定用材料 (5) 脊椎ｽｸﾘｭｰ(固定型) ¥80,900

新たな保険適用 区分Ｂ（個別評価）（材料価格が個別に設定され評価されているもの） 保険適用開始年月日：平成24年8月1日
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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）（材料価格が個別に設定され評価されているもの） 保険適用開始年月日：平成24年8月1日

22400BZX00242000 ＭＤＭ プロキシマル ヒューメラル プレート システム 株式会社日本エム・デイ・エム 060 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) (1) 一般ｽｸﾘｭｰ(生体用合金Ⅰ) ¥6,440

22400BZX00242000 061 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) (7) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ(生体用合金Ⅰ) ¥84,300

22400BZX00245000 ＥＳＣＡＬＡＤＥ アセタビューラー カップ＆ライナー 株式会社日本エム・デイ・エム 057 人工股関節用材料 (1) 骨盤側材料 ① 臼蓋形成用ｶｯﾌﾟ(Ⅰ) ｱ 標準型 ¥145,000

22400BZX00245000 057 人工股関節用材料 (1) 骨盤側材料 ④ ﾗｲﾅｰ(Ⅰ) ¥56,100

22400BZX00245000 059 ｵﾌﾟｼｮﾝ部品 (3) 人工関節固定強化部品 ① 人工関節固定強化部品(Ⅰ) ¥13,700

22400BZX00246000 Ｓａｐｐｈｉｒｅ ＮＣ Ｐｌｕｓ バルーンカテーテル オーバスネイチメディカル株式会社 130 心臓手術用ｶﾃｰﾃﾙ (1) 経皮的冠動脈形成術用ｶﾃｰﾃﾙ ① 一般型 ¥79,100

22400BZZ00002000 四フッ化エチレン樹脂製布 松田医科工業株式会社 099 組織代用人工繊維布 (1) 心血管系用 ② 心膜ｼｰﾄ 1㎠当たり\423

22400BZZ00002000 099 組織代用人工繊維布 (1) 心血管系用 ③ 心血管修復ﾊﾟｯﾁ 1㎠当たり\1,750

薬事法承認番号 販売名 保険適用希望者 類似機能区分
暫定価格

(円)
22400BZX00050000 エクソシール ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 107 経皮的冠動脈形成術用穿刺部止血材料 ¥27,200

新たな保険適用　区分Ｃ１（新機能）（新たな機能区分が必要で、技術は既に評価されているもの）　保険適用開始年月日：平成24年8月1日



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もの） 保険適用開始年月日：平成24年8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

219ADBZX00119A02 ＣＳ ７４００ イメージングプレートシステム ケアストリームヘルス株式会社 歯科エックス線撮影デジタル映像化処理装置

219ADBZX00119A02 歯科パノラマ断層撮影デジタル映像化処理装置

224AABZX00106000 プレビスターイージーセンサー 京セラメディカル株式会社 歯科エックス線撮影デジタル映像化処理装置

224AGBZX00050000 ケーデックスＤⅡ 株式会社近畿レントゲン工業社 デンタルＸ線撮影装置

224AGBZX00051000 ケーデックスＳⅡ 株式会社近畿レントゲン工業社 デンタルＸ線撮影装置

224AHBZX00016000 レボルクス Ｐｏｉｎｔ ３Ｄ 株式会社アイキャット 歯科ＣＴ撮影装置

224AHBZX00016000 パノラマ断層撮影装置

224AHBZX00016000 歯科パノラマ断層撮影デジ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)
223AFBZX00081000 ユニガム 山八歯材工業株式会社 039 歯冠用加熱重合硬質ﾚｼﾞﾝ 1g\26

224AABZX00075000 ジーシー プロインパクト 株式会社ジーシーデンタルプロダクツ 041 義歯床用ｱｸﾘﾘｯｸ樹脂(粉末 JIS適合品) 1g\5

224AABZX00075000 042 義歯床用ｱｸﾘﾘｯｸ樹脂(液 JIS適合品) 1mL\4

224AABZX00075000 032 義歯床用ｱｸﾘﾘｯｸ樹脂(粉末 JIS適合品) 1g\5

224AABZX00075000 033 義歯床用ｱｸﾘﾘｯｸ樹脂(液 JIS適合品) 1mL\4

224AKBZX00069000 オパールボンドフロー ＵＬＴＲＡＤＥＮＴ ＪＡＰＡＮ株式会社 037 ﾀﾞｲﾚｸﾄﾎﾞﾝﾄﾞ用ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ材 1g\834

新たな保険適用 区分Ｂ（個別評価）（材料価格が個別に設定され評価されているもの） 保険適用開始年月日：平成24年8月1日
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