
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26年7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

20900BZY00217000 エコノリス 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 （Ⅳ）

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 （Ⅳ）

22600BZX00092000 生体情報モニタ Ａｃｃｕｍｉｌ Ｖ７０００シリーズ オムロンヘルスケア株式会社 モニタ

22600BZX00200000 半導体レーザ治療器 Ｓｈｅep 株式会社ユニタック レーザ治療器

22600BZX00202000 脳神経３Ｄ内視鏡 株式会社町田製作所 内視鏡

レーザー手術装置（Ⅲ）

レーザー手術装置（Ⅰ）

22600BZX00220000 白内障手術装置 ＣＥＮＴＵＲＩＯＮ ＶＩＳＩＯＮ ＳＹＳＴＥＭ 日本アルコン株式会社 超音波白内障手術装置

22600BZX00226000 ＰＩＣＯ 創傷治療システム スミス・アンド・ネフュー ウンド マネジメント株式会社 陰圧創傷治療用カートリッジ

226ABBZX00065000 乳房用超音波画像診断装置 Ｉｎｖｅｎｉａ ＡＢＵＳ ＧＥヘルスケア・ジャパン株式会社 超音波検査装置（Ⅰ）

226ABBZX00069000 上部消化管汎用ビデオスコープ ＯＬＹＭＰＵＳ ＧＩＦ－ Ｙ００７
３

オリンパスメディカルシステムズ株式会社 内視鏡

診断用Ｘ線装置

デジタル撮影装置

226ADBZX00111000 アイオキシ Ａ５ スター・プロダクト株式会社 パルスオキシメータ

226ADBZX00111000 アイオキシ Ａ５ スター・プロダクト株式会社 パルスオキシメータ

226ADBZX00114000 オーティースター５ 大陽日酸株式会社 酸素供給装置（Ⅰ）

226ADBZX00115000 フォルダライト®Ⅲ ＪＥＩＳＹＳ ＪＡＰＡＮ株式会社 光線治療器（Ⅱ）

終夜睡眠診断装置（Ⅰ）

ホルタ心電計

パルスオキシメータ

226AGBZX00016000 ライカート ７ＣＲ アールイーメディカル株式会社 眼圧計

226AKBZX00011000 ＫＡＲＬ ＳＴＯＲＺテレスコープシステムⅣ エム・シー・メディカル株式会社 内視鏡

226ALBZX00009000 オルタソニック 株式会社テクノリンク 超音波治療器

226ALBZX00011000 オルタスティム 株式会社テクノリンク 低周波治療器

低周波治療器

超音波治療器

22600BZX00214000

226ACBZX00012000

226ADBZX00125000

226ALBZX00012000

ドルニエ Ｍｅｄｉｌａｓ Ｈ Ｓｏｌｖｏ ドルニエメドテックジャパン株式会社

多目的Ｘ線撮影システム Ｏｐｔｉｍａ ＧＥヘルスケア・ジャパン株式会社

睡眠評価装置 スリープテスタ ＬＳ－３３０Ｇ フクダ電子株式会社

オルタツイン 株式会社テクノリンク
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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)

002 在宅中心静脈栄養用輸液ｾｯﾄ (1) 本体 ¥1,880

005 在宅中心静脈栄養用輸液ｾｯﾄ (1) 本体 ¥1,880

010 在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙｶﾃｰﾃﾙ (1) 2管一般 (Ⅰ) ¥229

010 在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙｶﾃｰﾃﾙ (4) 特定 (Ⅰ) ¥772

15100BZY01636000 バーディア シリコンコーティング フォーリー カテー
テル

株式会社メディコン 010 在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙｶﾃｰﾃﾙ (4) 特定 (Ⅰ) ¥772

002 在宅中心静脈栄養用輸液ｾｯﾄ (1) 本体 ¥1,880

005 在宅中心静脈栄養用輸液ｾｯﾄ (1) 本体 ¥1,880

002 在宅中心静脈栄養用輸液ｾｯﾄ (1) 本体 ¥1,880

005 在宅中心静脈栄養用輸液ｾｯﾄ (1) 本体 ¥1,880

010 在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙｶﾃｰﾃﾙ (2) 2管一般 (Ⅱ) ¥664

010 在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙｶﾃｰﾃﾙ (5) 特定 (Ⅱ) ¥2,130

010 在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙｶﾃｰﾃﾙ (2) 2管一般 (Ⅱ) ¥664

010 在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙｶﾃｰﾃﾙ (5) 特定 (Ⅱ) ¥2,130

010 在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙｶﾃｰﾃﾙ (2) 2管一般 (Ⅱ) ¥664

010 在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙｶﾃｰﾃﾙ (2) 2管一般 (Ⅱ) ¥664

010 在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙｶﾃｰﾃﾙ (2) 2管一般 (Ⅱ) ¥664

010 在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙｶﾃｰﾃﾙ (5) 特定 (Ⅱ) ¥2,130

20400BZY00541A01 バード バイオキャス フォーリーカテーテル 株式会社メディコン 010 在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙｶﾃｰﾃﾙ (2) 2管一般 (Ⅱ) ¥664

20400BZY00997000 バーデックス シルバールブリキャス フォーリーカ
テーテル

株式会社メディコン 010 在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙｶﾃｰﾃﾙ (3) 2管一般 (Ⅲ) ¥1,690

20600BZZ01078000 アブソキュア－ウンド 日東電工株式会社 012 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

20700BZY00179000 ソーブサン アルケア株式会社 012 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

20800BZY00431000 バードＩ．Ｃ．シルバーフォーリートレイＡ 株式会社メディコン 010 在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙｶﾃｰﾃﾙ (3) 2管一般 (Ⅲ) ¥1,690

20800BZY00494000 バード バイオキャス マテック 株式会社メディコン 010 在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙｶﾃｰﾃﾙ (2) 2管一般 (Ⅱ) ¥664

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

012 皮膚欠損用創傷被覆材 (1) 真皮に至る創傷用 1㎠当たり\7

20800BZY00747A01 テガダーム ハイドロコロイド ライト スリーエム ヘルスケア株式会社 012 皮膚欠損用創傷被覆材 (1) 真皮に至る創傷用 1㎠当たり\7

20800BZZ00572000 アブソキュア－サジカル 日東電工株式会社 012 皮膚欠損用創傷被覆材 (1) 真皮に至る創傷用 1㎠当たり\7

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

012 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

20900BZY00117000 バーデックス シルバールブリキャス 温度センサー
カテーテル

株式会社メディコン 010 在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙｶﾃｰﾃﾙ (3) 2管一般 (Ⅲ) ¥1,690

20900BZY00728000 バードシルバーＴＳＣトレイ 株式会社メディコン 010 在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙｶﾃｰﾃﾙ (3) 2管一般 (Ⅲ) ¥1,690

010 在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙｶﾃｰﾃﾙ (2) 2管一般 (Ⅱ) ¥664

010 在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙｶﾃｰﾃﾙ (5) 特定 (Ⅱ) ¥2,130

20900BZY01023000 バードＩ．Ｃ．フォーリートレイＢ 株式会社メディコン 010 在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙｶﾃｰﾃﾙ (5) 特定 (Ⅱ) ¥2,130

20900BZY01024000 バードＩ．Ｃ．シルバーフォーリートレイＢ 株式会社メディコン 010 在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙｶﾃｰﾃﾙ (3) 2管一般 (Ⅲ) ¥1,690

20900BZZ00790000 ピンアンドワイヤフィグゼーションシステム（滅菌
品）

ナカシマメディカル株式会社 076 固定用金属ﾋﾟﾝ (1) 創外固定器用 ① 標準型 ¥40,100

21100BZY00640000 バーデックスシルバールブリシルフォーリーカテー
テル

株式会社メディコン 010 在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙｶﾃｰﾃﾙ (3) 2管一般 (Ⅲ) ¥1,690

21200BZY00109000 バーデックスシルバールブリシルフォーリーカテー
テルシステム

株式会社メディコン 010 在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙｶﾃｰﾃﾙ (3) 2管一般 (Ⅲ) ¥1,690

21200BZY00110000 バードシルバールブリシルフォーリートレイ 株式会社メディコン 010 在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙｶﾃｰﾃﾙ (3) 2管一般 (Ⅲ) ¥1,690

21400BZY00414000 ＡＢＣ頚椎前方固定用プレートシステム ビー・ブラウンエースクラップ株式会社 064 脊椎固定用材料 (2) 脊椎ﾌﾟﾚｰﾄ (S) ¥39,500

21600BZY00244000 Ｇｌｏｂａｌ Ｆｘ 人工肩関節システム ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 059 ｵﾌﾟｼｮﾝ部品 (5) 人工肩関節再置換用ｽﾃﾑﾍｯﾄﾞ ¥179,000

002 在宅中心静脈栄養用輸液ｾｯﾄ (1) 本体 ¥1,880

005 在宅中心静脈栄養用輸液ｾｯﾄ (1) 本体 ¥1,880

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26年7月1日

16000BZZ01136000

20300BZY00712000

20400BZY00388000

20900BZY01023000 バードＩ．Ｃ．フォーリートレイＢ 株式会社メディコン

14700BZZ01075000

16200BZZ01047000

20400BZY00541000

20800BZY00747A01 テガダーム ハイドロコロイド ライト スリーエム ヘルスケア株式会社

株式会社メディコン

株式会社メディコン

ＪＭＳ 輸液セット 株式会社ジェイ・エム・エス

バーダム バイオキャス フォーリーカテーテル 株式会社メディコン

バーデックス バイオキャス フォーリーカテーテル 株式会社メディコン

20900BZY00030A01 テガダーム ハイドロコロイド スリーエム ヘルスケア株式会社

21600BZZ00349000

ＪＭＳ輸液セット 株式会社ジェイ・エム・エス

15100BZY01636000 バーディア シリコンコーティング フォーリー カテー
テル

株式会社メディコン

ＪＭＳニトログリセリン用輸液セット 株式会社ジェイ・エム・エス

ＪＭＳ輸液フィルター付輸液セット 株式会社ジェイ・エム・エス

バーデックス オールシリコン フォーリーカテーテ
ル

バーディア バイオキャス フォーリーカテーテル

20400BZY00388A01
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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26年7月1日

21700BZY00091000 人工肩関節システム グローバル アドバンテージ ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 059 ｵﾌﾟｼｮﾝ部品 (5) 人工肩関節再置換用ｽﾃﾑﾍｯﾄﾞ ¥179,000

21800BZY10009000 バスキュグラフトＰＴＦＥ ビー・ブラウンエースクラップ株式会社 134 人工血管 (1) 永久留置型 ② 小血管用 ｴ 特殊型 ⅰ 外部ｻﾎﾟｰﾄあり 1㎝当たり\3,040

002 在宅中心静脈栄養用輸液ｾｯﾄ (1) 本体 ¥1,880

005 在宅中心静脈栄養用輸液ｾｯﾄ (1) 本体 ¥1,880

005 在宅中心静脈栄養用輸液ｾｯﾄ (1) 本体 ¥1,880

002 在宅中心静脈栄養用輸液ｾｯﾄ (1) 本体 ¥1,880

005 在宅中心静脈栄養用輸液ｾｯﾄ (1) 本体 ¥1,880

002 在宅中心静脈栄養用輸液ｾｯﾄ (1) 本体 ¥1,880

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

012 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

22100BZX01012A03 ＰＴＡ カテーテル Ｈ３ 株式会社カネカ 133 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ (3) PTAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ ① 一般型 ｲ 特殊型 ¥72,500

22100BZX01065000 バーデックス シルバールブリシル 温度センサーカ
テーテル

株式会社メディコン 010 在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙｶﾃｰﾃﾙ (3) 2管一般 (Ⅲ) ¥1,690

010 在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙｶﾃｰﾃﾙ (2) 2管一般 (Ⅱ) ¥664

010 在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙｶﾃｰﾃﾙ (5) 特定 (Ⅱ) ¥2,130

22200BZX00115A02 ＰＴＡ カテーテル Ｈ１ 株式会社カネカ 133 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ (3) PTAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ ① 一般型 ｲ 特殊型 ¥72,500

009 在宅寝たきり患者処置用気管内切開後留置用ﾁｭｰﾌﾞ (1) 一般型 ② ｶﾌなし気管
切開ﾁｭｰﾌﾞ

¥4,200

003 在宅寝たきり患者処置用気管内切開後留置用ﾁｭｰﾌﾞ (1) 一般型 ① ｶﾌ付き気管
切開ﾁｭｰﾌﾞ ｲ ｶﾌ上部吸引機能なし ⅰ 一重管

¥3,730

009 在宅寝たきり患者処置用気管内切開後留置用ﾁｭｰﾌﾞ (1) 一般型 ① ｶﾌ付き気管
切開ﾁｭｰﾌﾞ ｲ ｶﾌ上部吸引機能なし ⅰ 一重管

¥3,730

038 気管切開後留置用ﾁｭｰﾌﾞ (1) 一般型 ① ｶﾌ付き気管切開ﾁｭｰﾌﾞ ｲ ｶﾌ上部吸引
機能なし ⅰ 一重管

¥3,730

038 気管切開後留置用ﾁｭｰﾌﾞ (1) 一般型 ② ｶﾌなし気管切開ﾁｭｰﾌﾞ ¥4,200

003 在宅寝たきり患者処置用気管内切開後留置用ﾁｭｰﾌﾞ (1) 一般型 ② ｶﾌなし気管
切開ﾁｭｰﾌﾞ

¥4,200

22300BZX00001000 バイオヘッシブＡｇ アルケア株式会社 012 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

22300BZX00146A02 ＰＴＡカテーテルＨ２ 株式会社カネカ 133 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ (3) PTAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ ① 一般型 ｲ 特殊型 ¥72,500

22300BZX00391000 ウルゴチュール アブソーブ 日東電工株式会社 012 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

22300BZX00411000 ウルゴチュール 日東電工株式会社 013 非固着性ｼﾘｺﾝｶﾞｰｾﾞ (2) 平坦部位用 ¥139

22400BZX00076000 メラエクセライン回路ＴＰＣ 泉工医科工業株式会社 126 体外循環用ｶﾆｭｰﾚ (3) ﾍﾞﾝﾄｶﾃｰﾃﾙ ① 一般型 ¥3,530

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

012 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

22400BZX00283000 人工肩関節システム Ｇｌｏｂａｌ Ｕｎｉｔｅ ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 059 ｵﾌﾟｼｮﾝ部品 (5) 人工肩関節再置換用ｽﾃﾑﾍｯﾄﾞ ¥179,000

101 皮膚欠損用創傷被覆材 (1) 真皮に至る創傷用 1㎠当たり\7

012 皮膚欠損用創傷被覆材 (1) 真皮に至る創傷用 1㎠当たり\7

012 皮膚欠損用創傷被覆材 (1) 真皮に至る創傷用 1㎠当たり\7

22500BZI00020000 メドエル人工内耳ＥＡＳ（マイクロホン） メドエルジャパン株式会社 090 人工内耳用材料（３）人工内耳用ヘッドセット
①マイクロフォン

¥39,400

メドエル人工内耳ＥＡＳ（送信コイル） 090 人工内耳用材料（３）人工内耳用ヘッドセット
②送信コイル

¥11,000

メドエル人工内耳ＥＡＳ（送信ケーブル） 090 人工内耳用材料（３）人工内耳用ヘッドセット
③送信ケーブル

¥2,750

メドエル人工内耳ＥＡＳ（マグネット） 090 人工内耳用材料（３）人工内耳用ヘッドセット
④マグネット

¥7,930

メドエル人工内耳ＥＡＳ（接続ケーブル） 090 人工内耳用材料（３）人工内耳用ヘッドセット
⑤接続ケーブル

¥4,690

メドエル人工内耳ＥＡＳ（インプラント） 090 人工内耳用材料（１）人工内耳用インプラント ¥1,620,000

22500BZI00025000 Ｘ Ｓｅｒｉｅｓ 除細動器 旭化成ゾールメディカル株式会社 115 体表面ﾍﾟｰｼﾝｸﾞ用電極 ¥4,400

22600BZX00031000 カネカＰＴＣＡカテーテルＣＯ－Ｒ７ 株式会社カネカ 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 ¥67,300

21800BZZ10109000 プラネクタ輸液セット 株式会社ジェイ・エム・エス

21800ＢＺＺ10116000 プラネクタ輸液セット フィルタ付 株式会社ジェイ・エム・エス

220AABZX00305000 プラネクタ輸液セット 側注用 株式会社ジェイ・エム・エス

222AABZX00094000 クリニー トラキオストミーチューブ クリエートメディック株式会社

バーシバＸＣ22100BZX00198000 コンバテックジャパン株式会社

バーデックス オールシリコン 温度センサーカテー
テル

221ADBZX00098000 株式会社メディコン

22400BZX00079000 テガダーム フォーム ドレッシング スリーエム ヘルスケア株式会社

224ADBZX00096000 テガダーム フォーム アドヒーシブ ドレッシング スリーエム ヘルスケア株式会社
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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26年7月1日

22600BZX00063000 Ａｃｈｉｅｖｅ マッピングカテーテル 日本メドトロニック株式会社 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 ② 冠
状静脈洞型

¥92,500

22600BZX00064000 ＦｌｅｘＣａｔｈ Ａｄｖａｎｃｅ ステアラブルシース 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 (5) 遠位端可動型 ¥134,000

064 脊椎固定用材料 (1) 脊椎ﾛｯﾄﾞ ¥44,300

064 脊椎固定用材料 (4) 椎体ﾌｯｸ ¥70,900

064 脊椎固定用材料 (6) 脊椎ｽｸﾘｭｰ (可動型) ¥104,000

064 脊椎固定用材料 (7) 脊椎ｺﾈｸﾀｰ ¥44,900

064 脊椎固定用材料 (8) ﾄﾗﾝｽﾊﾞｰｽ固定器 ¥68,400

22600BZX00207000 Ｉｎｔｅｒｌｏｃｋ－３５ コイル ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 133 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ (11) 塞栓用ｺｲﾙ ① ｺｲﾙ ｲ 機械式ﾃﾞﾀｯﾁｬﾌﾞﾙ型 ¥59,700

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

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

012 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

22600BZX00210000 ＯＤＥＶ ＢＩＯＬＯＸ ｄｅｌta セラミックヘッド 株式会社日本エム・ディ・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 ｲ 大腿骨ｽﾃﾑﾍｯﾄﾞ
(Ⅱ)

¥119,000

22600BZX00211000 アキュイティ Ｐｒｏ ガイディングカテーテル ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 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)

¥16,600

22600BZX00216000 スコーピオ フレックスＣＲ Ｘ３ 脛骨インサート 日本ストライカー株式会社 058 人工膝関節用材料 (5) ｲﾝｻｰﾄ (Ⅱ) ¥73,800

22600BZX00217000 スコーピオ フレックスＰＳ Ｘ３ 脛骨インサート 日本ストライカー株式会社 058 人工膝関節用材料 (5) ｲﾝｻｰﾄ (Ⅱ) ¥73,800

22600ＢＺＸ00218000 ポップロックノットレスアンカー ジンマー株式会社 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)

¥35,200

22600BZX00223000 ＯＰＴＩＭＡステム （セメントタイプ） ナカシマ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 (間接固定型) ¥329,000

22600BZX00224000 ＩｍａｇｅｒⅡ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 009 血管造影用ｶﾃｰﾃﾙ (1) 一般用 ¥2,540

159 局所陰圧閉鎖処置用材料 1㎠当たり\25

180 陰圧創傷治療用ｶｰﾄﾘｯｼﾞ ¥21,600

22600BZX00227000 コヨーテ ＦＣ ＰＴＡ バルーンカテーテル ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 133 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ (3) PTAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ ① 一般型 ｲ 特殊型 ¥72,500

22600ＢＺＸ00229000 ＨＥＡＬＩＣＯＩＬ ＲＧ スーチャーアンカー スミス・アンド・ネフュー エンドスコピー株式会社 080 合成吸収性骨片接合材料 (6) ｽｰﾁｬｰｱﾝｶｰ ¥51,200

22600BZX00230000 Aｆｆｉｎｉｓ Ｆｒａｃｔｕｒｅ 人工肩関節 株式会社マティス 065 人工肩関節用材料 (2) 上腕骨側材料 ① 標準型 ¥553,000

22600BZX00230000 Aｆｆｉｎｉｓ Ｆｒａｃｔｕｒｅ 人工肩関節 株式会社マティス 065 人工肩関節用材料 (2) 上腕骨側材料 ① 標準型 ¥553,000

073 髄内釘 (1) 髄内釘 ② 横止め型 ¥164,000

073 髄内釘 (2) 横止めｽｸﾘｭｰ ① 標準型 ¥16,200

073 髄内釘 (3) ﾜｯｼｬｰ･ﾅｯﾄ ¥20,900

22600BZX00236000 ＩＢＩＳ スパイナル システム （未滅菌） 株式会社日本エム・ディ・エム 064 脊椎固定用材料 (1) 脊椎ﾛｯﾄﾞ ¥44,300

22600ＢＺＸ00242000 Ｘ－Ｓｕｉｔ ＮＩＲ 胆管用カバードメタリックステント オリンパスメディカルシステムズ株式会社 034 胆道ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ (2) 自動装着ｼｽﾃﾑ付 ① 永久留置型 ｱ ｶﾊﾞｰあり ¥242,000

133 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ (3) PTAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ ① 一般型 ｲ 特殊型 ¥72,500

133 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ (3) PTAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ ① 一般型 ｱ 標準型 ¥50,300

ＭＬバルーンカテーテル 株式会社メディカルリーダース 133 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ (3) PTAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ ① 一般型 ｱ 標準型 ¥50,300

133 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ (3) PTAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ ① 一般型 ｲ 特殊型 ¥72,500

22600BZX00254000 スーチャーフィックス ウルトラ 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)

¥35,200

226ADBZX00057000 フィリップス ディスポーザブルフォーリー体温プ
ローブ

株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン 039 膀胱留置用ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙｶﾃｰﾃﾙ (2) 2管一般 (Ⅱ) ¥664

22600BZX00182000 ミズホ株式会社胸椎後方ロッド固定システムⅡ

22600BZX00209000 ハイドロサイト ライフ スミス・アンド・ネフュー ウンド マネジメント株式会
社

22600BZX00226000 ＰＩＣＯ 創傷治療システム スミス・アンド・ネフュー ウンド マネジメント株式会
社

22600BZX00233000 トゥリアス ヒューメラルネイルシステム 株式会社エム・イー・システム

22600BZX00247000 ＪＡＤＥ ＰＴＡ 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

22600BZX00253000
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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)
22400BZX00396000 ENDURANT Ⅱ　ステントグラフトシステム 日本メドトロニック株式会社 146 大動脈用ステントグラフト（１）腹部大動脈用ステントグラフト（メイン部分）②ＡＵＩ型 ¥1,090,000

22500BZX00556000 アルーア クアドラ CRT-P セント・ジュード・メディカル株式会社 112 ペースメーカー(８) トリプルチャンバ（Ⅱ型）②　４極用 ¥1,700,000

22500BZX00556A01 リリーブ クアドラ CRT-P セント・ジュード・メディカル株式会社 112 ペースメーカー(８) トリプルチャンバ（Ⅱ型）②　４極用 ¥1,700,000

22500BZX00529000 脊椎バスケットプレートセット 株式会社アムテック 064 脊椎固定用材料(２) 脊椎プレート（Ｓ）②　バスケット型 ¥42,100

¥83,900

22600BZX00002000 ＴＭＡＲＳ　オーギュメント ジンマ－株式会社 078 人工骨 (3)　特殊型　②骨盤用(Ⅱ) ¥205,000

065 人工肩関節用材料 (３) リバース型①上腕骨ステム 　イ　特殊型 ¥318,000

065 人工肩関節用材料 (３) リバース型③ インサート　イ　特殊型 ¥34,900

065 人工肩関節用材料 (３) リバース型⑤ベースプレート 　イ　特殊型 ¥184,000

065 人工肩関節用材料（４）切換用 ¥41,900

22500BZI00020000 メドエル人工内耳 メドエルジャパン株式会社 090 人工内耳用材料 　　(２) 人工内耳用音声信号処理装置　②残存聴力活用型 ¥964,000

22600BZX00062000 Arctic Front Advance 冷凍アブレーションカテーテル 日本メドトロニック株式会社 123 経皮的カテーテル心筋焼灼術用カテーテル（３）冷凍アブレーション用①バルーン型 ¥637,000

22600BZX00060000 Freezor MAX 冷凍アブレーションカテーテル 日本メドトロニック株式会社 123 経皮的カテーテル心筋焼灼術用カテーテル（３）冷凍アブレーション用②補完型 ¥157,000

22600BZX00166000 トレボ　プロ　クロットリトリーバー 日本ストライカー株式会社 133 血管内手術用カテーテル(９) 血栓除去用カテーテル④脳血栓除去用ウ　自己拡張型 ¥379,000

22500BZX00552000 ダック　カテーテル 日本ストライカー株式会社 132 ガイディングカテーテル(３) 脳血管用②特殊型 ¥24,500

22600BZX00119000 COOK Resonance 尿管ステントセット Cook Ｊａｐａｎ株式会社 035 尿管ステントセット(１) 一般型③　長期留置型 ¥136,000

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)
22500BZX00505000 ウィングスパン　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　(21)　脳血管用ステントセット 492,000¥            

22500BZX00544000 ＨＯＹＡシーティ－アール ＨＯＹＡ株式会社 － －

22600BZX00033000 Ｊ　Ｇｒａｆｔ　Ｏpenステントグラフト 日本ライフライン株式会社 185　オープン型ステントグラフト 1,140,000¥          

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26年7月1日

22500BZX00401000 セプザイリス ガンブロ株式会社 040 人工腎臓用特定保険医療材料（回路を含む。）(４) 持続緩徐式血液ろ過器②特殊型 ¥28,500

トラベキュラ－メタル リバースショルダーシステム ジンマ－株式会社22500BZX00475000

新たな保険適用 区分Ｃ２（新機能・新技術）（新たな機能区分が必要で、技術が評価されていないもの）　保険適用開始年月日：平成26年7月1日

¥379,000

22600BZX00075000 上肢カスタムメイドプレート ナカシマメディカル株式会社 061 固定用内副子（プレート） (７) 骨端用プレート（生体用合金Ⅰ） ③　患者適合型

22500BZX00543000 Solitaire FR  血栓除去デバイス コヴィディエンジャパン株式会社 133 血管内手術用カテーテル(９) 血栓除去用カテーテル④脳血栓除去用
ウ　自己拡張型
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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26年7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

226ACBZX00020000 エックスショット ｉ 株式会社吉田製作所 デンタルＸ線撮影装置

226AMBZX00002000 ＰＡＰＡＹＡシリーズ 株式会社ＧＥＮＯＲＡＹ ＪＡＰＡＮ 歯科エックス線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)
224AGBZX00118000 ＥＣＣ アタッチメント 株式会社ＹＤＭ 004 ﾀﾞｲﾚｸﾄﾎﾞﾝﾄﾞ用ﾌﾞﾗｹｯﾄ 1個\294

225AABZX00175000 ジーシー MIフローⅡ 株式会社ジーシーデンタルプロダクツ 049 歯科充填用材料 Ⅰ (1) 複合ﾚｼﾞﾝ系 1g\724

225AKBZX00150000 ジーシー ルーティング バーサ 株式会社ジーシー 046 歯科用合着･接着材料Ⅰ (粉末･液) (1) ﾚｼﾞﾝ系 1g\453

22600ＢＺＸ00184000 Ｄ－ＰＡＳ ＪＰ スクリュー 株式会社ＹＤＭ 040 歯科矯正用ｱﾝｶｰｽｸﾘｭｰ 1本\3,710

226AKBZX00041000 パーマセム ２．０ 株式会社ヨシダ 1g\453

226AKBZX00059000 ツツミダ エコシルバー 堤田貴金属工業株式会社 012 歯科鋳造用銀合金 第2種 (銀60%以上ｲﾝｼﾞｳﾑ
5%以上 JIS適合品)

1g\151

226AABZX00080000 ＫＺＲ－ＣＡＤ ハイブリッドレジンブロック 山本貴金属知地金工業株式会社 058 CAD/CAM冠用材料 1個\4,840

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26年7月1日

046 歯科用合着･接着材料Ⅰ (粉末･液) (1) ﾚｼﾞﾝ系
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