
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１０月０１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

222ABBZX00165000 Ｘ線撮影装置 Ｒadnext８０ 株式会社日立メディコ デジタル撮影装置

225AGBZX00069000 網膜電位計 ＲＥＴｅｖａｌ レチバル 有限会社メイヨー 電子瞳孔計

225AGBZX00069000 網膜電位測定装置

22600BZI00005000 Ｒ Ｓｅｒｉｅｓ 除細動器 旭化成ゾールメディカル株式会社 除細動器

22600BZI00005000 モニタ

22600BZI00005000 心電計（Ⅰ）

22600BZI00005000 体外型心臓ペースメーカー

22600BZX00008000 乳房専用ＰＥＴ装置 Ｅｌｍａｍｍｏ 株式会社島津製作所 ポジトロンＣＴ装置（Ⅲ）

22600BZX00185000 アバンシィＵＶ 興和株式会社 後房レンズ

22600BZX00197000 アバンシィプリセットＵＶ 興和株式会社 挿入器付後房レンズ

22600BZX00206000 ファビアン ＨＦＯシリーズ エア・ウォーター株式会社 人工呼吸器

22600BZX00340000 セクリスト 高気圧酸素治療装置 Ｍｏｄel ３３００ＨＪ エア・ウォーター株式会社 高気圧酸素治療装置（Ⅰ）

22600BZX00344000 マシモ ルートモニタ マシモジャパン株式会社 モニタ

22600BZX00347000 ＢｉＰＡＰ Ａ４０システム シルバーシリーズ フィリップス・レスピロニクス合同会社 人工呼吸器

22600BZX00347000 在宅人工呼吸器（Ⅰ）

22600BZX00347000 在宅人工呼吸器（Ⅲ）

22600BZX00348000 ＦＣＬ－２０００ ポリグラフシステム フクダ電子株式会社 心臓カテーテル検査装置

22600BZX00361000 サーボベンチレータシステム フクダ電子株式会社 人工呼吸器

226AABZX00121000 マイクロペリメータ ＭＰ－３ 株式会社ニデック 眼底カメラ（Ⅰ）

226AABZX00123000 汎用超音波画像診断装置 アキュソン Ｘ６００ シーメンス・ジャパン株式会社 超音波検査装置（Ⅱ）

226ABBZX00083000 ＥＶＩＳ ＬＵＣＥＲＡ ＥＬＩＴＥ 上部消化管汎用ビデオスコープ ＯＬＹＭＰＵ
Ｓ ＧＩＦ－Ｈ２９０Ｚ

オリンパスメディカルシステムズ株式会社 内視鏡

226ABBZX00094000 ＥＶＩＳ ＬＵＣＥＲＡ ＥＬＩＴＥ 大腸ビデオスコープ ＯＬＹＭＰＵＳ ＣＦ－ＨＱ２
９０Ｚ シリーズ

オリンパスメディカルシステムズ株式会社 内視鏡

226ADBZX00168000 ケアサンソ ｅＱｕｉｎｏｘ チャートジャパン株式会社 酸素供給装置（Ⅰ）

226ADBZX00168000 酸素供給調節器

226ADBZX00169000 超音波画像診断装置 ＣｌｅａｒＶｕｅ 株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン 超音波検査装置（Ⅱ）

226AHBZX00020000 スマート筋電計 ＦＬＣＥＭＧ－３００ フィンガルリンク株式会社 筋電計（Ⅱ）

226AIBZX00020000 リハブ４００ 日本シグマックス株式会社 低周波治療器

226AIBZX00038000 マンモマート フュージョン シーメンス・ジャパン株式会社 診断用Ｘ線装置

226AIBZX00044000 イージオ Ｍａｘ シーメンス・ジャパン株式会社 診断用Ｘ線装置

226AIBZX00046000 ムルチックス フュージョン シーメンス・ジャパン株式会社 診断用Ｘ線装置
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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)
21300BZY00355000 バイオメット ショルダー ポーラスコーティングシステム バイオメット・ジャパン株式会社 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

21600BZY00415000 バイオモジュラー ショルダーシステム バイオメット・ジャパン株式会社 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

22300BZX00045000 コンペリヘンシブ ショルダー フラクチャー システム バイオメット・ジャパン株式会社 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

22400BZX00067A02 センリＥＸ 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

22400BZX00419000 トラファイン 株式会社トップ 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 (2) 輪状甲状膜切
開ﾁｭｰﾌﾞ

¥4,820

22400BZX00419000 038 気管切開後留置用ﾁｭｰﾌﾞ (2) 輪状甲状膜切開ﾁｭｰﾌﾞ ¥4,820

22400BZX00470000 Ｍ．Ｕ．Ｓ．Ｔ． スパイナルシステム メダクタジャパン株式会社 064 脊椎固定用材料 (4) 椎体ﾌｯｸ ¥70,900

22400BZX00470000 064 脊椎固定用材料 (5) 脊椎ｽｸﾘｭｰ (固定型) ¥76,400

22400BZX00470000 064 脊椎固定用材料 (7) 脊椎ｺﾈｸﾀｰ ¥44,900

22400BZX00470000 064 脊椎固定用材料 (8) ﾄﾗﾝｽﾊﾞｰｽ固定器 ¥68,400

225ADBZX00123000 ＭＭＩ 低圧持続吸引器 村中医療器株式会社 029 吸引留置ｶﾃｰﾃﾙ (1) 能動吸引型 ④ 創部用 ｱ 軟質型 ¥6,230

22600BZI00010000 アキュメッド ラディアルヘッド プロステーシス 日本メディカルネクスト株式会社 066 人工肘関節用材料 (3) 橈骨側材料 ¥220,000

22600BZI00011000 インスパイア ソーリン・グループ株式会社 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

¥134,000

22600BZI00011000 124 ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙ人工肺 (膜型肺) (2) 体外循環型 (ﾘｻﾞｰﾊﾞｰ機能なし) ①
一般用

¥105,000

22600BZI00011000 127 人工心肺回路 (6) 個別機能品 ⑤ ﾗｲﾝﾌｨﾙﾀｰ ¥18,300

22600BZX00301000 カネカ貫通カテーテル ＰＥ－ＲＷ１ 株式会社カネカ 133 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ (16) 狭窄部貫通用ｶﾃｰﾃﾙ ¥48,000

22600BZX00323000 ＯＬＳ Ⅱ ネイルシステム 株式会社オーミック 073 髄内釘 (1) 髄内釘 ③ 大腿骨頸部型 ¥173,000

22600BZX00323000 073 髄内釘 (2) 横止めｽｸﾘｭｰ ① 標準型 ¥16,200

22600BZX00323000 073 髄内釘 (2) 横止めｽｸﾘｭｰ ② 大腿骨頸部型 ¥40,200

22600BZX00327000 Ｚ－ステム人工股関節 イグザクテック株式会社 057 人工股関節用材料 (2) 大腿骨側材料 ① 大腿骨ｽﾃﾑ (直接固定型) ｱ
標準型

¥502,000

22600BZX00332000 ミニタイトロープＦＴ 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 ⅱ ｽｰﾁｬｰｱﾝｶｰ型 (その他)

¥35,200

22600BZX00332000 077 人工靱帯 (2) 固定器具つき ¥106,000

22600BZX00334000 ＴＭＰ ＰＥＤ 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 130 心臓手術用ｶﾃｰﾃﾙ (5) 弁拡張用ｶﾃｰﾃﾙ ¥150,000

22600BZX00341000 アキュイティ Ｘ４ ボストン・サイエンティフィック 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 ｴ 4極 ¥139,000

22600BZX00342000 ｍａｘＤｒｉｖｅ スクリュー 日本マーチン株式会社 060 固定用内副子 (ｽｸﾘｭｰ) (8) その他のｽｸﾘｭｰ ① 標準型 ｱ 小型ｽｸﾘｭｰ
(頭蓋骨･顔面･上下顎骨用)

¥3,390

22600BZX00346000 ＰＥＰＡ ヘモダイアフィルターＧＤＦ－Ｍ 日機装株式会社 040 人工腎臓用特定保険医療材料 (回路を含む｡) (5) ﾍﾓﾀﾞｲｱﾌｨﾙﾀｰ ¥2,860

22600BZX00351000 スーパーポア ＥＸ ＨＯＹＡ Ｔｅｃｈｎｏｓｕｒｇｉｃａｌ株式会社 078 人工骨 (1) 汎用型 ② 吸収型 ｱ 顆粒･ﾌｨﾗｰ 1g当たり\13,800

22600BZX00351000 078 人工骨 (1) 汎用型 ② 吸収型 ｲ 多孔体 ⅰ 一般型 1mL当たり\15,000

22600BZX00351000 078 人工骨 (2) 専用型 ⑦ 肋骨･胸骨･四肢骨用 ¥30,300

22600BZX00354000 アルファテック トレステル ラックス 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 (2) 脊椎ﾌﾟﾚｰﾄ (S) ① 標準型 ¥39,500

22600BZX00354000 064 脊椎固定用材料 (5) 脊椎ｽｸﾘｭｰ (固定型) ¥76,400

22600BZX00355000 トランスフォーム オクリュージョン バルーンカテーテル 日本ストライカー株式会社 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

22600BZX00357000 ＴＦＣＣ ＦＡＳＴ－ＦＩＸ キット 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

22600BZX00358000 ｔｗｉｎＳｙｓ セメントレス ステム 株式会社マティス 057 人工股関節用材料 (2) 大腿骨側材料 ① 大腿骨ｽﾃﾑ (直接固定型) ｱ
標準型

¥502,000

22600BZX00364000 ＰＥＥＫ ノットレスアンカー 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 ⅱ ｽｰﾁｬｰｱﾝｶｰ型 (その他)

¥35,200

22600BZX00365000 ＭＥＤＡＣＴＡ バイポーラカップ ＣｏＣｒ 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 ④ 人工骨頭用 ｲ ﾊﾞｲﾎﾟｰﾗｶｯﾌﾟ
(Ⅰ)

¥123,000

22600BZX00366000 ＩｎｔｅｌｌａＴｉｐ ＭｉＦｉ ＸＰ 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 ¥149,000

22600BZX00368000 ｔｗｉｎＳｙｓ セメントレス ロング ステム 株式会社マティス 057 人工股関節用材料 (2) 大腿骨側材料 ① 大腿骨ｽﾃﾑ (直接固定型) ｱ
標準型

¥502,000

22600BZX00369000 Ｓａｐｐｈｉｒｅ２ ＰＲＯ 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 ¥67,300

226ADBZX00164000 レプリケア ＥＴ 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 (1) 真皮に至る創傷用 1㎠当たり\7

226ADBZX00164000 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

226ADBZX00164000 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

22600BZX00373000 センタス ＰｒｏＭＲＩ ＯＴＷ 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 ¥122,000

226AABZX00116000 イントロカン ビー・ブラウンエースクラップ株式会社 020 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｶﾆｭｰﾚ型静脈内留置針 (1) 標準型 ¥89

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１０月０１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)
22500BZI00021000 エクリス・リバース人工肩関節 バイオジェネシス株式会社 065 人工肩関節用材料 (3) ④ 関節窩ヘッド ｲ 外側補正型 ¥164,000

22500BZI00021000 065 人工肩関節用材料 (3) ④ 関節窩ヘッド ｳ 下方補正型 ¥164,000

22600BZX00203000 VEPTR Ⅱ システム ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 152 胸郭変形矯正用材料  (5) 部品連結用 ① 縦型 ¥185,000

22600BZX00203000 152 胸郭変形矯正用材料  (5) 部品連結用 ② 横型 ¥342,000

22600BZX00215000 Nexel Elbowシステム ジンマ-株式会社 066 人工肘関節用材料 (1) 上腕骨側材料 ② 特殊型 ¥339,000

22600BZX00215000 059 オプション部品 (1) 人工関節用部品 ① 一般オプション部品 ¥22,000

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１０月０１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)
20800BZG00033000 アストラテック インプラント 補綴用コンポーネントＳ デンツプライＩＨ株式会社 027 ｱﾊﾞｯﾄﾒﾝﾄ (4) ｱﾊﾞｯﾄﾒﾝﾄ (Ⅳ) ¥18,600

20800BZG00034000 アストラテック インプラント 補綴用コンポーネントＮ デンツプライＩＨ株式会社 025 暫間装着体 (3) 暫間装着体 (Ⅲ) ¥5,410

20800BZG00034000 027 ｱﾊﾞｯﾄﾒﾝﾄ (1) ｱﾊﾞｯﾄﾒﾝﾄ (Ⅰ) ¥13,800

20800BZG00034000 028 ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ (1) ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ (Ⅰ) ¥11,700

222AGBZX00063000 エンパワー 株式会社バイオデント 004 ﾀﾞｲﾚｸﾄﾎﾞﾝﾄﾞ用ﾌﾞﾗｹｯﾄ 1個\294

222AGBZX00063000 005 ﾁｭｰﾌﾞ 1個\434

22300BZI00015000 オッセオスピード デンツプライＩＨ株式会社 025 暫間装着体 (2) 暫間装着体 (Ⅱ) ¥3,540

22400BZI00003000 アストラテック インプラント 補綴用コンポーネント デンツプライＩＨ株式会社 025 暫間装着体 (1) 暫間装着体 (Ⅰ) ¥6,920

22400BZI00003000 026 ｽｸﾘｭｰ ¥2,750

22400BZI00003000 027 ｱﾊﾞｯﾄﾒﾝﾄ (1) ｱﾊﾞｯﾄﾒﾝﾄ (Ⅰ) ¥13,800

22400BZX00329000 アストラテック インプラント 暫間用アバットメント デンツプライＩＨ株式会社 025 暫間装着体 (1) 暫間装着体 (Ⅰ) ¥6,920

225AFBZX00049000 エステセム 株式会社トクヤマデンタル 046 歯科用合着･接着材料Ⅰ (粉末･液) (1) ﾚｼﾞﾝ系 1g\453

225AMBZX00001000 アストラテック インプラント 補綴用上部構造体 デンツプライＩＨ株式会社 028 ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ (1) ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ (Ⅰ) ¥11,700

226AFBZX00094000 ビューティオーソ ボンド Ⅱ 株式会社松風 037 ﾀﾞｲﾚｸﾄﾎﾞﾝﾄﾞ用ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ材 1g\774

226AFBZX00116000 カタナ アベンシア ブロック クラレノリタケデンタル株式会社 058 CAD/CAM冠用材料 1個\4,840

226AKBZX00032000 ジーシー ジーセム セラスマート 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

２．歯科
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１０月０１日
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