
１．医科
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25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

21700BZG00014000 コブレーター２ ワンド 株式会社アダチ 高周波電流電気手術器

220AABZI00031000 コブレーター２ ワンド ＩＣＷ 株式会社アダチ 高周波電流電気手術器

22200BZX00606000 つなぐ 株式会社メテク 腹膜灌流用紫外線殺菌器

22500BZX00364000 オートセット ＣＳ－Ａ レスメド株式会社 在宅人工呼吸器（Ⅰ）

22500BZX00364000 在宅人工呼吸器（Ⅲ）

22500BZX00364000 人工呼吸器

22500BZY00398000 ベッドサイドモニタ ＢＳＭ－１７００シリーズ ライフスコープ ＰＴ 日本光電工業株式会社 モニタ

22500BZX00411000 ＰｉｌｌＣａｍ ＳＢ ３ カプセル内視鏡システム ギブン・イメージング株式会社 内視鏡

22500BZX00448000 ＢｉＰＡＰ Ａｕｔｏ Ｓｙｓtem Ｏｎｅ ６０ シリーズ フィリップス・レスピロニクス合同会社 在宅人工呼吸器（Ⅲ）

22500BZX00448000 人工呼吸器

225AABZX00152000 ＭＡＧＮＥＴＯＭ プリズマ シーメンス・ジャパン株式会社 ＭＲＩ装置

225AABZX00173000 デジタルメディカルスコープ ＤＳ－１０Ｆ 株式会社ニデック 眼底カメラ（Ⅰ）

225AABZX00183000 インピーダンスオージオメータ ＲＳ－Ｍ１ リオン株式会社 インピーダンスオージオメータ（Ⅱ）

225AABZX00183000 インピーダンスオージオメータ（Ⅲ）

225AABZX00184000 自動 ＡＢＲ ＡｃｃｕＳｃｒｅｅｎ リオン株式会社 誘発反応測定装置

225ABBZX00139000 デジタルラジオグラフィ ＣＸＤＩ－４０１Ｇ Ｗｉｒeless キヤノン株式会社 デジタル撮影装置

225ABBZX00140000 デジタルラジオグラフィ ＣＸＤＩ－４０１Ｃ Ｗｉｒeless キヤノン株式会社 デジタル撮影装置

225ACBZX00030000 超音波診断装置 ＸＡＲＩＯ ２００ ＴＵＳ－Ｘ２００ 東芝メディカルシステムズ株式会社 超音波検査装置（Ⅱ）

225ACBZX00061000 ヴェサリウススイート α 株式会社吉田製作所 ＭＲＩ装置

225ACBZX00067000 ｄａ Ｖｉｎｃｉ シリーズ高周波手術装置 インテュイティブサージカル合同会社 電気手術器

225ADBZX00120000 デジタルガンマカメラ ＧＣＡ－９３００Ｒ 東芝メディカルシステムズ株式会社 エミッションＣＴ装置

225ADBZX00138000 ＣＯＲＥ Ｍｏｂｉｌｅ イメージング システム ボルケーノ・ジャパン株式会社 超音波検査装置（Ⅳ）

225ADBZX00138000 電子観血血圧計

225AGBZX00016000 アクロトーン レボ 東京医研株式会社 低周波治療器

225AGBZX00016000 超音波治療器

225AOBZI00003000 Ｒ．Ｗｏｌｆフレキシブルウレテロレノスコープ ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 内視鏡
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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)
20600BZZ01078000 アブソキュア－ウンド 日東電工株式会社 008 皮膚欠損用創傷被覆材 (2) 皮下組織に至る創傷用 ① 標準型 1㎠当たり\12

20800BZZ00572000 アブソキュア－サジカル 日東電工株式会社 008 皮膚欠損用創傷被覆材 (1) 真皮に至る創傷用 1㎠当たり\7

21700BZZ00155000 テンポラリー オクリュージョン バルーンカテーテル Ⅳ 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 ② 特殊型 ¥123,000

21900BZZ00018000 ＴＭＰ ＩＡＢＰ バルーンカテーテル 株式会社東海メディカルプロダクツ 128 ﾊﾞﾙｰﾝﾊﾟﾝﾋﾟﾝｸﾞ用ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ (1) 一般用標準型 ¥191,000

22300BZI00023000 ＷＳＨ ペディクルスクリューシステム 有限会社東京メディカルサービス 064 脊椎固定用材料 (1) 脊椎ﾛｯﾄﾞ ¥45,300

22300BZI00023000 064 脊椎固定用材料 (5) 脊椎ｽｸﾘｭｰ(固定型) ¥75,500

22300BZI00023000 064 脊椎固定用材料 (6) 脊椎ｽｸﾘｭｰ(可動型) ¥103,000

22300BZI00023000 064 脊椎固定用材料 (8) ﾄﾗﾝｽﾊﾞｰｽ固定器 ¥66,500

224AABZX00164000 Ｍａｌｌｉｎｃｋｒｏｄｔ 気管チューブ コヴィディエン ジャパン株式会社 027 気管内ﾁｭｰﾌﾞ (2) ｶﾌなし ¥618

22500BZI00019000 シーティーアイⅡヒップステムＮ コリン・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

22500BZX00021A01 メディボーン６０ 株式会社カタリメディック 078 人工骨 (1) 汎用型 ② 吸収型 ｱ 顆粒･ﾌｨﾗｰ 1g当たり\14,300

22500BZX00021A01 078 人工骨 (1) 汎用型 ② 吸収型 ｲ 多孔体 ⅰ 一般型 1mL当たり
\14,90022500BZX00316000 ＴＳＲＨ ３Ｄｘ スパイナルシステム 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) ¥75,500

22500BZX00316000 064 脊椎固定用材料 (7) 脊椎ｺﾈｸﾀｰ ¥46,400

22500BZX00375000 メピレックス メンリッケヘルスケア株式会社 101 皮膚欠損用創傷被覆材 (2) 皮下組織に至る創傷用 ① 標準型 1㎠当たり\12

22500BZX00384000 Ｐersona  ＰＳセメントシステム ジンマー株式会社 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

22500BZX00384000 058 人工膝関節用材料 (2) 脛骨側材料 ② 全置換用材料(Ⅱ) ¥166,000

22500BZX00384000 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

22500BZX00384000 058 人工膝関節用材料 (4) ｲﾝｻｰﾄ(Ⅰ) ¥61,300

22500BZX00385000 Ｐersona  ＣＳセメントシステム ジンマー株式会社 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

22500BZX00385000 058 人工膝関節用材料 (4) ｲﾝｻｰﾄ(Ⅰ) ¥61,300

22500BZX00397000 ＫＭＬＳ ＦＴステムＡＲＣ 京セラメディカル株式会社 059 ｵﾌﾟｼｮﾝ部品 (4) 再建用強化部品 ¥590,000

22500BZX00402000 Ｖｉｖａ Ｑｕａｄ ＣＲＴ－Ｄシリーズ 日本メドトロニック株式会社 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

22500BZX00403000 アテイン パフォーマリード 日本メドトロニック株式会社 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

22500BZX00404000 アテイン パフォーマストレートリード 日本メドトロニック株式会社 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

22500BZX00406000 ＮＳプレートシステム 株式会社ベアーメディック 060 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) (8) その他のｽｸﾘｭｰ ① 標準型 ｱ 小型ｽｸﾘｭｰ(頭蓋骨･顔面･上下顎骨用) ¥3,610

22500BZX00406000 061 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) (9) その他のﾌﾟﾚｰﾄ ① 標準 ｱ 指骨､頭蓋骨､顔面骨､上下顎骨用 ⅰ ｽﾄﾚｰﾄ
型･異形型

¥13,900

22500BZX00406000 061 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) (9) その他のﾌﾟﾚｰﾄ ① 標準 ｱ 指骨､頭蓋骨､顔面骨､上下顎骨用 ⅱ ﾒｯｼｭ型 ¥81,900

22500BZX00406000 061 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) (9) その他のﾌﾟﾚｰﾄ ① 標準 ｴ 頭蓋骨閉鎖用 ⅰ ﾊﾞｰﾎｰﾙ型 ¥18,200

22500BZX00408000 GMK セメンテッド人工膝関節 モービル メダクタジャパン株式会社 058 人工膝関節用材料 (2) 脛骨側材料 ② 全置換用材料(Ⅱ) ¥166,000

22500BZX00408000 058 人工膝関節用材料 (4) ｲﾝｻｰﾄ(Ⅰ) ¥61,300

22500BZX00409000 ハイドロサイト ジェントル 銀 スミス・アンド・ネフュー ウンドマネジメント株式会社 008 皮膚欠損用創傷被覆材 (2) 皮下組織に至る創傷用 ① 標準型 1㎠当たり\12

22500BZX00409000 101 皮膚欠損用創傷被覆材 (2) 皮下組織に至る創傷用 ① 標準型 1㎠当たり\12

22500BZX00410000 ハイドロサイト 銀 スミス・アンド・ネフュー ウンドマネジメント株式会社 008 皮膚欠損用創傷被覆材 (2) 皮下組織に至る創傷用 ① 標準型 1㎠当たり\12

22500BZX00410000 101 皮膚欠損用創傷被覆材 (2) 皮下組織に至る創傷用 ① 標準型 1㎠当たり\12

22500BZX00411000 ＰｉｌｌＣａｍ ＳＢ３ カプセル内視鏡システム ギブン・イメージング株式会社 148 ｶﾌﾟｾﾙ型内視鏡 ¥77,200

22500BZX00412000 トゥリアス フェモラルネイルシステム 株式会社エム・イー・システム 073 髄内釘 (1) 髄内釘 ③ 大腿骨頸部型 ¥171,000

22500BZX00412000 073 髄内釘 (2) 横止めｽｸﾘｭｰ ① 標準型 ¥16,900

22500BZX00412000 073 髄内釘 (2) 横止めｽｸﾘｭｰ ② 大腿骨頸部型 ¥42,600

22500BZX00413000 メラ遠心ポンプＴＰＣ 泉工医科工業株式会社 125 遠心式体外循環用血液ﾎﾟﾝﾌﾟ (1) 一般型 ② 抗血栓性なし ¥54,600

22500BZX00414000 バイオラプター ノットレス アンカー 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 ⅰ ｽｰﾁｬｰｱﾝｶｰ型
(ｽｸﾘｭｰ型)

¥34,300

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25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 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25年11月1日

22500BZX00418000 ペンタレイナビ ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 114 体外式ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ用ｶﾃｰﾃﾙ電極 (2) 心臓電気生理学的検査機能付加型 ③ 房室弁輪部型 ¥219,000

22500BZX00424000 ＡｕｔｏＦＩＸ ダブルスレッドスクリュー オリンパステルモバイオマテリアル株式会社 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 ｲ 圧迫調整固定用･両端ねじ型 ⅱ 一般用 ¥41,100

22500BZX00425000 ＦｕｓｉＦＩＸ トリプルスレッドスクリュー 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 ｲ 圧迫調整固定用･両端ねじ型 ⅱ 一般用 ¥41,100

22500BZX00426000 ＭａｘＡｎ アンテリア サービカル プレート システム バイオメット・ジャパン株式会社 064 脊椎固定用材料 (2) 脊椎ﾌﾟﾚｰﾄ(S) ¥40,000

22500BZX00426000 064 脊椎固定用材料 (5) 脊椎ｽｸﾘｭｰ(固定型) ¥75,500

22500BZX00427000 ゴア ＣＴＡＧ 胸部大動脈ステントグラフトシステム 日本ゴア株式会社 146 大動脈用ｽﾃﾝﾄｸﾞﾗﾌﾄ (3) 胸部大動脈用ｽﾃﾝﾄｸﾞﾗﾌﾄ(ﾒｲﾝ部分) ① 標準型 ¥1,620,000

22500BZX00428000 Ｃｏｎｔｏｕｒ ３Ｄリング 日本メドトロニック株式会社 122 人工弁輪 (2) 三尖弁用 ¥276,000

22500BZX00429000 ＡＬＰＳ ディスタルフィブラ システム バイオメット・ジャパン株式会社 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

22500BZX00429000 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) ① 標準型 ¥6,440

22500BZX00430000 Ａｎｃｈｏｒ－Ｃ サービカルケージシステム 日本ストライカー株式会社 078 人工骨 (2) 専用型 ⑤ 椎体固定用 ｱ 1椎体用 ¥174,000

22500BZX00442000 アクアセル フォーム コンバテックジャパン株式会社 008 皮膚欠損用創傷被覆材 (2) 皮下組織に至る創傷用 ① 標準型 1㎠当たり\12

22500BZX00442000 101 皮膚欠損用創傷被覆材 (2) 皮下組織に至る創傷用 ① 標準型 1㎠当たり\12

22500BZX00443000 ＡｘＳＯＳ Ｔｉ Ｔｉｂｉａロッキングプレートシステム 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) ① 標準型 ¥6,440

22500BZX00443000 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

22500BZX00444000 ＡｘＳＯＳ Ｔｉ Ｆｅｍｕｒロッキングプレートシステム 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) ① 標準型 ¥6,440

22500BZX00444000 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

22500BZX00445000 ＡＲＩＡ インターボディケージ 日本ストライカー株式会社 078 人工骨 (2) 専用型 ⑤ 椎体固定用 ｱ 1椎体用 ¥174,000

22500BZX00450000 Ｌｉｂｒａ Ｓｉｎｇｌｅ８ ニューロスティミュレータ セント・ジュード・メディカル株式会社 086 脳・脊髄刺激装置用ﾘｰﾄﾞ (2) ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ ¥35,000

22500BZX00451000 Ｂｒｉｏ Ｄｕａｌ８ ニューロスティミュレータ セント・ジュード・メディカル株式会社 087 植込型脳･脊髄電気刺激装置 (7) 振戦軽減用(16極以上用)充電式 ¥2,070,000

22500BZX00452000 ＤＢＳ ４極リード セント・ジュード・メディカル株式会社 085 脳深部刺激装置用ﾘｰﾄﾞｾｯﾄ(4極用) ¥140,000

22500BZX00452000 086 脳・脊髄刺激装置用ﾘｰﾄﾞ (2) ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ ¥35,000

22500BZX00458000 ウルトラフレックスメッシュプレート 株式会社ネクスト２１ 060 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) (8) その他のｽｸﾘｭｰ ① 標準型 ｱ 小型ｽｸﾘｭｰ(頭蓋骨･顔面･上下顎骨用) ¥3,610

22500BZX00458000 061 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) (9) その他のﾌﾟﾚｰﾄ ① 標準 ｱ 指骨､頭蓋骨､顔面骨､上下顎骨用 ⅱ ﾒｯｼｭ型 ¥81,900

22500BZX00458000 061 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) (9) その他のﾌﾟﾚｰﾄ ① 標準型 ｴ 頭蓋骨閉鎖用 ⅰ ﾊﾞｰﾎｰﾙ型 ¥18,200

22500BZX00458000 071 ｶｽﾀﾑﾒｲﾄﾞ人工関節及びｶｽﾀﾑﾒｲﾄﾞ人工骨 (2) ｶｽﾀﾑﾒｲﾄﾞ人工骨 ① ｶｽﾀﾑﾒｲﾄﾞ人工骨(S) ¥818,000

22500BZX00458000 071 ｶｽﾀﾑﾒｲﾄﾞ人工関節及びｶｽﾀﾑﾒｲﾄﾞ人工骨 (2) ｶｽﾀﾑﾒｲﾄﾞ人工骨 ② ｶｽﾀﾑﾒｲﾄﾞ人工骨(M) ¥924,000

22500BZX00458000 071 ｶｽﾀﾑﾒｲﾄﾞ人工関節及びｶｽﾀﾑﾒｲﾄﾞ人工骨 (2) ｶｽﾀﾑﾒｲﾄﾞ人工骨 ③ ｶｽﾀﾑﾒｲﾄﾞ人工骨(L) ¥947,000

225ADBZX00139000 クロッサー用サポートカテーテル 株式会社メディコン 132 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ (2) 腹部四肢末梢用 ¥23,500

225AIBZX00054000 ＢＧ バルーンカテーテル ガデリウス・メディカル株式会社 136 胆道結石除去用ｶﾃｰﾃﾙｾｯﾄ (2) 経内視鏡ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ ② ﾄﾘﾌﾟﾙﾙｰﾒﾝ ¥47,100
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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)
22500BZX00324000 ゴアプロパテンバスキュラーグラフト 日本ゴア株式会社 134 人工血管 (1) 永久留置型 ② 小血管用 ｱ 標準型 ⅰ 外部ｻﾎﾟｰﾄあり ¥3,070

22500BZX00324000 134 人工血管 (1) 永久留置型 ② 小血管用 ｱ 標準型 ⅱ 外部ｻﾎﾟｰﾄなし ¥2,250

22500BZX00368000 エヴィア HF-T Pro バイオトロニックジャパン株式会社 112 ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ (8) ﾄﾘﾌﾟﾙﾁｬﾝﾊﾞ（Ⅱ型） ¥1,600,000

２．歯科

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)
219ADBZX00191000 セルフライゲーションバッカルチューブ トミー株式会社 005 ﾁｭｰﾌﾞ 1 個\422

224AFBZX00096A01 プライムマスター ＬＣ サンメディカル株式会社 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

22500BZX00458000 ウルトラフレックスメッシュプレート 株式会社ネクスト２１ 002 ｶｽﾀﾑﾒｲﾄﾞ人工関節及びｶｽﾀﾑﾒｲﾄﾞ人工骨 (2) ｶｽﾀﾑﾒｲﾄﾞ人工骨 ① ｶｽﾀﾑﾒｲﾄﾞ人工骨(S) ¥818,000

22500BZX00458000 002 ｶｽﾀﾑﾒｲﾄﾞ人工関節及びｶｽﾀﾑﾒｲﾄﾞ人工骨 (2) ｶｽﾀﾑﾒｲﾄﾞ人工骨 ② ｶｽﾀﾑﾒｲﾄﾞ人工骨(M) ¥924,000

22500BZX00458000 002 ｶｽﾀﾑﾒｲﾄﾞ人工関節及びｶｽﾀﾑﾒｲﾄﾞ人工骨 (2) ｶｽﾀﾑﾒｲﾄﾞ人工骨 ③ ｶｽﾀﾑﾒｲﾄﾞ人工骨(L) ¥947,000

22500BZX00458000 004 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) (1) その他のｽｸﾘｭｰ ① 標準型 ｱ 小型ｽｸﾘｭｰ(頭蓋骨･顔面･上下顎骨用) ¥3,610

22500BZX00458000 005 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) (1) その他のﾌﾟﾚｰﾄ ① 標準 ｱ 指骨､頭蓋骨､顔面骨､上下顎骨用 ⅱ ﾒｯｼｭ
型

¥81,900

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25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25年11月1日
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