
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11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

221ALBZX00006A02 プロテクノ ＥＸＥ ＣＨ４ 株式会社テクノリンク 低周波治療器

222ALBZX00014A01 プロテクノ ＥＸＥ ＣＨ６ 株式会社テクノリンク 低周波治療器

224AABZX00139000 電気刺激装置 ＦＳ－２５０ オージー技研株式会社 低周波治療器

224AABZX00140000 電気刺激装置 ＦＳ－３５０ オージー技研株式会社 低周波治療器

224AABZX00148000 イトー ＵＳＴ－７７０ 伊藤超短波株式会社 超音波治療器

224ABBZX00133000 ＥＶＩＳ ＬＵＣＥＲＡ ＥＬＩＴＥ 気管支ビデオスコープ ＯＬＹＭＰＵＳ ＢＦ－
Ｈ２９０

オリンパスメディカルシステムズ株式会社 内視鏡

224ABBZX00134000 ＥＶＩＳ ＬＵＣＥＲＡ ＥＬＩＴＥ 気管支ビデオスコープ ＯＬＹＭＰＵＳ ＢＦ－
Ｑ２９０

オリンパスメディカルシステムズ株式会社 内視鏡

224ABBZX00143000 汎用超音波画像診断装置 Ｖｏｌｕｓｏｎ Ｐ８ ＧＥヘルスケア・ジャパン株式会社 超音波検査装置（Ⅱ）

224ACBZX00029000 東芝スキャナ Ａｌｅｘｉｏｎ ＴＳＸ－０３４Ａ 東芝メディカルシステムズ株式会社 ＣＴ撮影装置

224AHBZX00033000 シラス ＯＣＴ フォト カールツァイスメディテック株式会社 眼底三次元画像解析装置

224AHBZX00033000 眼底カメラ（Ⅲ）

224ACBZX00051000 ファインキューブ Ｅ２ 株式会社吉田製作所 ＣＴ撮影装置
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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)
16100BZZ00048000 針付ステンレス製縫合糸 株式会社河野製作所 075 固定用金属線 (1) 金属線 ① ﾜｲﾔｰ 1㎝当たり\17

21200BZY00244A01 レジスタ ガイドワイヤー７ アボット バスキュラー ジャパン株式会社 013 経皮的冠動脈形成術用ｶﾃｰﾃﾙ用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ (1) 一般用 ¥19,100

21900BZX00720000 オキシアＩＣ 株式会社ジェイ・エム・エス 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) ② 低体重者･小児用 ¥142,000

22200BZX00939000 植込み型補助人工心臓 ＥＶＡＨＥＡＲＴ 株式会社サンメディカル技術研究所 010 水循環回路ｾｯﾄ ¥1,050,000

222ALBZX00001000 ファインガードノンコアニードル 株式会社トップ 002 在宅中心静脈栄養用輸液ｾｯﾄ (2) 付属品 ① ﾌｰﾊﾞｰ針 ¥400

222ALBZX00001000 005 在宅中心静脈栄養用輸液ｾｯﾄ (2) 付属品 ① ﾌｰﾊﾞｰ針 ¥400

22300BZX00251000 メラエクセライン回路ＨＰ２ 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) ② 低体重者･小児用 ¥142,000

22300BZX00292A01 カグラ コロナリーステントシステム アボット バスキュラー ジャパン株式会社 130 心臓手術用ｶﾃｰﾃﾙ (3) 冠動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ ① 一般型 ¥221,000

22400BZI00014000 ボーン スクリュー ＦＬ 小林メディカル株式会社 060 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) (4) 中空ｽｸﾘｭｰ(生体用合金Ⅰ･S) ¥19,000

22400BZX00275000 コンティニュームＩＴシェル＆Ｌｏｎｇｅｖｉｔｙ ＩＴライナー ジンマー株式会社 057 人工股関節用材料 (1) 骨盤側材料 ④ ﾗｲﾅｰ(Ⅰ) ¥56,100

22400BZX00331000 マイクロカテーテルＶ 朝日インテック株式会社 010 血管造影用ﾏｲｸﾛｶﾃｰﾃﾙ (1) ｵｰﾊﾞｰｻﾞﾜｲﾔｰ ① 選択的ｱﾌﾟﾛｰﾁ型 ｱ ﾌﾞﾚｰﾄﾞあり ¥46,400

22400BZX00338000 ＭＲＰ－ＴＩＴＡＮ 人工股関節システム 株式会社ピーター・ブレーム・ジャパン 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

22400BZX00338000 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

22400BZX00341000 マークスマン マイクロカテーテル コヴィディエンジャパン株式会社 010 血管造影用ﾏｲｸﾛｶﾃｰﾃﾙ (1) ｵｰﾊﾞｰｻﾞﾜｲﾔｰ ② 造影能強化型 ¥34,300

22400BZX00344000 ＣＡＲＰ－Ｈ システム ナカシマメディカル株式会社 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

22400BZX00344000 062 大腿骨外側固定用内副子 (1) つばなしﾌﾟﾚｰﾄ(生体用合金Ⅰ) ¥70,600

22400BZX00344000 062 大腿骨外側固定用内副子 (5) ﾗｸﾞｽｸﾘｭｰ(生体用合金Ⅰ) ¥38,100

22400BZX00347000 ＡＲＭＡＤＡ エクステンションスクリューシステム ニューベイシブジャパン株式会社 064 脊椎固定用材料 (6) 脊椎ｽｸﾘｭｰ(可動型) ¥103,000

22400BZX00348000 血液濃縮器 ＢＣ ＰＬＵＳ マッケ・ジャパン株式会社 127 人工心肺回路 (4) 血液濃縮回路 ¥30,900

22400BZX00358000 Ｖｕｓｉｏｎ ＯＳ インターボディ Ｃａｇｅ 株式会社日本エム・デイ・エム 078 人工骨 (2) 専用型 ⑤ 椎体固定用 ｱ 1椎体用 ¥174,000

22400BZX00360000 ジェネシスⅡ コンストレインドインサート スミス・アンド・ネフュー オーソペディックス株式会社 058 人工膝関節用材料 (4) ｲﾝｻｰﾄ(Ⅰ) ¥61,300

22400BZX00364000 ＣＢＫ人工膝関節システム ナカシマメディカル株式会社 058 人工膝関節用材料 (1) 大腿骨側材料 ① 全置換用材料(Ⅰ) ¥287,000

22400BZX00364000 058 人工膝関節用材料 (2) 脛骨側材料 ① 全置換用材料(Ⅰ) ｱ 標準型 ¥179,000

22400BZX00364000 058 人工膝関節用材料 (3) 膝蓋骨材料 ① 膝蓋骨置換用材料(Ⅰ) ¥41,700

22400BZX00364000 058 人工膝関節用材料 (4) ｲﾝｻｰﾄ(Ⅰ) ¥61,300

22400BZX00366000 テルモ末梢血管塞栓用コイルシステム テルモ株式会社 133 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ (11) 塞栓用ｺｲﾙ ① ｺｲﾙ ｵ 特殊型 ¥140,000

22400BZX00367000 バイオメット Ｖａｎｇｕａｒｄ ３６０ 人工膝関節システム バイオメット・ジャパン株式会社 058 人工膝関節用材料 (1) 大腿骨側材料 ② 全置換用材料(Ⅱ) ¥275,000

22400BZX00367000 059 ｵﾌﾟｼｮﾝ部品 (2) 人工膝関節用部品 ¥65,400

22400BZX00368000 ＢＩＯＬＯＸ ＤＵＯ バイポーラシステム 株式会社ロバート・リード商会 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

22400BZX00368000 057 人工股関節用材料 (2) 大腿骨側材料 ④ 人工骨頭用 ｲ ﾊﾞｲﾎﾟｰﾗｶｯﾌﾟ ¥127,000

22400BZX00369000 カナメ テルモ株式会社 130 心臓手術用ｶﾃｰﾃﾙ (3) 冠動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ ① 一般型 ¥221,000

22400BZX00370000 ＦＡＳＴ－ＦＩＸ ３６０ システム スミス・アンド・ネフュー エンドスコピー株式会社 060 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) (8) その他のｽｸﾘｭｰ ② 特殊型 ｱ 軟骨及び軟部組織用 ⅱ ｽｰﾁｬｰｱﾝｶｰ型
(その他)

¥34,300

22400BZX00371000 ニューロフォーム ステント 日本ストライカー株式会社 133 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ (11) 塞栓用ｺｲﾙ ③ ｺｲﾙ留置用ｽﾃﾝﾄ ¥446,000

22400BZX00372000 Ｃ３１５ デリバリーカテーテル 日本メドトロニック株式会社 001 血管造影用ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ (2) 蛇行血管用 ¥3,860

22400BZX00372000 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

22400BZX00377000 ＶＥＲＴＥＸ ＳＥＬＥＣＴ Ｐｏｓｔｅｄ Ｓｃｒｅｗ システム 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 (5) 脊椎ｽｸﾘｭｰ(固定型) ¥80,900

22400BZX00377000 064 脊椎固定用材料 (7) 脊椎ｺﾈｸﾀｰ ¥46,400

22400BZX00378000 ガイディングカテーテルⅤ 朝日インテック株式会社 132 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ (1) 冠動脈用 ¥19,000

22400BZX00379000 ＪｕｇｇｅｒＫｎｏｔ ソフト アンカー ミニ バイオメット・ジャパン株式会社 060 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) (8) その他のｽｸﾘｭｰ ② 特殊型 ｱ 軟骨及び軟部組織用 ⅱ ｽｰﾁｬｰｱﾝｶｰ型
(その他)

¥34,300

22400BZX00381000 イーグルアイプラチナムＳＴ ボルケーノ・ジャパン株式会社 007 血管内超音波ﾌﾟﾛｰﾌﾞ (2) 標準(Ⅱ) ¥115,000

22400BZX00382000 ＰＥＥＫ スウィヴロックスクリュー Ａｒｔｈｒｅｘ Ｊａｐａｎ株式会社 060 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) (8) その他のｽｸﾘｭｰ ② 特殊型 ｱ 軟骨及び軟部組織用 ⅲ ｲﾝﾀｰﾌｪｱﾚﾝｽ
型

¥45,800

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11月1日
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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)
22300BZX00435000 メドトロニック iPro２ 日本メドトロニック株式会社 158 皮下ｸﾞﾙｺｰｽ測定用電極 ¥6,070

22400BZX00267000 MOMA ウルトラ 日本メドトロニック株式会社 133 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ (7) 血管内血栓異物除去用留置ｶﾃｰﾃﾙ ② 頸動脈用ｽﾃﾝﾄ併用型 ｲ ﾊﾞﾙｰﾝ
型

¥187,000

22400BZX00248000 セラミックヒップシステム デルタ ビー・ブラウンエースクラップ株式会社 057 人工股関節用材料 (1) 骨盤側材料 ④ ﾗｲﾅｰ(Ⅰ) ¥56,100

22400BZX00291000 トラベキュラーメタル　ショルダーシステム ジンマー株式会社 065 人工肩関節用材料 (2) 上腕骨側材料 ¥553,000

22400BZX00291000 065 人工肩関節用材料 (1) 肩甲骨側材料 ¥134,000

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11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
224ACBZX00016000 ソルフィー Ｆ 株式会社モリタ製作所 歯科用根管長測定器

224ACBZX00051000 ファインキューブ Ｅ２ 株式会社吉田製作所 歯科ＣＴ撮影装置

224ACBZX00051000 歯科パノラマ断層撮影デジタル映像化処理装置

224AGBZX00075000 ＩＳＵＳ チタンブロック デンツプライ三金株式会社 広範囲顎骨支持型補綴用金属Ⅲ

224AIBZX00057000 ＮＡＯＭＩ デンタル 株式会社アールエフ デンタルＸ線撮影装置

224ALBZX00033000 デキシコＤＸ３０００ １０ＤＲ ＪＡＰＡＮ株式会社 デンタルＸ線撮影装置

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)
221AGBZX00208000 スピードＣＥＭ Ｉｖｏｃｌａｒ Ｖｉｖａｄｅｎｔ株式会社 046 歯科用合着･接着材料Ⅰ(粉末･液) 1g\441

224AGBZX00055000 メタルアタッチメントシステム 株式会社エイコー 004 ﾀﾞｲﾚｸﾄﾎﾞﾝﾄﾞ用ﾌﾞﾗｹｯﾄ 1個\286

224AGBZX00055000 005 ﾁｭｰﾌﾞ 1個\422

224AGBZX00067000 アーチワイヤー 株式会社エイコー 020 超弾性矯正用線(丸型及び角型) 1本\527

224AGBZX00084000 ＳＲ ネクスコ Ｉｖｏｃｌａｒ Ｖｉｖａｄｅｎｔ株式会社 040 歯冠用光重合硬質ﾚｼﾞﾝ 1g\694

224AKBZX00024000 チャームシール 株式会社ビーエスエーサクライ 049 歯科充填用材料 Ⅰ 1g\704

224AKBZX00105000 ベラシア ＳＡ ポーセレン 株式会社松風 028 陶歯 臼歯用(真空焼成歯) 8本1組\966

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11月1日

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11月1日
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