
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

218AABZX00077000 超音波骨密度測定装置 ＣＭ－２００ 古野電気株式会社 超音波骨密度測定装置

22600BZX00274000 ＪＭＳシリンジポンプ ＳＰ－５２０ 株式会社ジェイ・エム・エス 精密持続点滴装置

22600BZX00274000 注入ポンプ（Ⅲ）

22600BZX00274000 麻酔用精密持続注入器

22600BZX00353000 ガスモジュール ＶＭＯＤ－ＡＩＯＢ オムロンヘルスケア株式会社 モニタ

22600BZX00353000 脳波計

22600BZX00359000 トゥエンティワン レサシテータ 株式会社グループ二十一 人工呼吸器

22600BZX00382000 ダブルバルーン内視鏡システム２ 富士フイルム株式会社 内視鏡

22600BZX00385000 ＳＰセーブ 株式会社医器研 酸素供給調節器

22600BZX00391000 ＯｍｎｉＬａｂシステム フィリップス・レスピロニクス合同会社 人工呼吸器

226AABZX00113000 ホルター心電計 ＳｍａrtHolter 三栄メディシス株式会社 ホルタ心電計

226AABZX00119000 ポータブル ＳｐＯ２ モニタ ＰＭ１０Ｎ コヴィディエンジャパン株式会社 パルスオキシメータ

226AABZX00129000 残尿測定装置 ブラダースキャナー すみれ医療株式会社 超音波検査装置（Ⅰ）

226AABZX00129000 超音波検査装置（Ⅴ）

226AABZX00130000 心電計 ＳｍａｒｔＥＣＧ 三栄メディシス株式会社 心電計（Ⅱ）

226AABZX00130000 ベクトル心電計

226AABZX00131000 イトー ＥＳ－４０００ 伊藤超短波株式会社 低周波治療器

226AABZX00137000 エアウェイスコープ ＡＷＳ－Ｓ２００ 株式会社ＭＩＣメディカル 内視鏡

226AABZX00141000 超音波内視鏡 ＥＧ－５８０ＵＴ 富士フイルム株式会社 内視鏡

226ABBZX00093000 ＥＶＩＳ ＬＵＣＥＲＡ ＥＬＩＴＥ 大腸ビデオスコープ ＯＬＹＭＰＵＳ ＰＣＦ－Ｈ２９０Ｄ 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

226ABBZX00097000 観血式血管内圧測定用モニタ ゼオンメディカル株式会社 電子観血血圧計

226ABBZX00098000 近赤外光イメージング装置 ＳＰＥＥＤＮＩＲＳ 株式会社島津製作所 光トポグラフィー

226ABBZX00099000 大腸ビデオスコープ ＯＬＹＭＰＵＳ ＰＣＦ－Ｙ００６２ 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

226ABBZX00100000 大腸ビデオスコープ ＯＬＹＭＰＵＳ ＰＣＦ－Ｙ００６１ 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

226ACBZX00038000 Ｘ線ＣＴ組合せ型ポジトロン ＣＴ装置 Ｄｉｓcovery ＩＱ ＧＥヘルスケア・ジャパン株式会社 ポジトロンＣＴ装置（Ⅰ）

226ACBZX00038000 ポジトロンＣＴ装置（Ⅱ）

226ACBZX00038000 ＣＴ撮影装置

226ADBZX00183000 ホルタ記録器 デジタルウォーク ＦＭ－９８０ フクダ電子株式会社 ホルタ心電計

226ADBZX00184000 ＬＸ－８０００シリーズ 心電・呼吸送信機 ＬＸ－８１００ フクダ電子株式会社 モニタ

226AIBZX00048000 セダンテ ネオ 株式会社日本メディックス 低周波治療器

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１１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)
20100BZZ01801000 針付ワヨラックス 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 ③ 心血管修復ﾊﾟｯﾁ 1㎠当たり\1,660

22000BZY00025000 ＭＴＷディスポーザブルクラッシャーカテーテル 株式会社エムディアイジャパン 136 胆道結石除去用ｶﾃｰﾃﾙｾｯﾄ (4) 砕石用ﾊﾞｽｹｯﾄｶﾃｰﾃﾙ ① 全
ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙ型

¥42,600

22300BZX00440000 ニプロＰＩＣＣキット ニプロ株式会社 021 中心静脈用ｶﾃｰﾃﾙ (6) 末梢留置型中心静脈ｶﾃｰﾃﾙ･逆流防
止機能付き ① ｼﾝｸﾞﾙﾙｰﾒﾝ

¥13,200

22600BZI00013000 インテンシア ＤＲ 日本ライフライン株式会社 117 植込型除細動器 (4) 植込型除細動器 (Ⅴ型) ① 標準型 ¥2,940,000

22600BZI00014000 インテンシア ＶＲ 日本ライフライン株式会社 117 植込型除細動器 (2) 植込型除細動器 (Ⅲ型) ① 標準型 ¥2,910,000

22600BZI00015000 インテンシア ＣＲＴ－Ｄ 日本ライフライン株式会社 144 両室ﾍﾟｰｼﾝｸﾞ機能付き植込型除細動器 (1) 単極又は双極用
① 標準型

¥4,040,000

22600BZX00319000 ＦＩＮＥ人工膝関節 （ＰＳＦ－Ｒ） ナカシマメディカル株式会社 058 人工膝関節用材料 (2) 脛骨側材料 ② 全置換用材料 (間接
固定型)

¥154,000

22600BZX00319000 059 ｵﾌﾟｼｮﾝ部品 (2) 人工膝関節用部品 ¥67,200

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 (3) ｱｸｾｻﾘｰ ¥5,260

22600BZX00360000 ＵＴＭオクリュージョンカテーテル 株式会社ユー・ティー・エム 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

22600BZX00367000 シルバー気管切開チューブ 富士システムズ株式会社 003 在宅寝たきり患者処置用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 ｱ ｶﾌ上部吸引機能あり ⅰ 一重管

¥4,460

22600BZX00367000 003 在宅寝たきり患者処置用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

22600BZX00367000 003 在宅寝たきり患者処置用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

22600BZX00367000 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 ｱ ｶﾌ上部吸引機能あり ⅰ 一重管

¥4,460

22600BZX00367000 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

22600BZX00367000 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

22600BZX00367000 009 在宅寝たきり患者処置用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 ｱ ｶﾌ上部吸引機能あり ⅰ 一重管

¥4,460

22600BZX00367000 009 在宅寝たきり患者処置用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

22600BZX00367000 009 在宅寝たきり患者処置用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

22600BZX00371000 プリザーブ ステム 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 ① 大腿骨ｽﾃﾑ (直接
固定型) ｱ 標準型

¥502,000

22600BZX00374000 ＡＬＰＳ ティビア システム バイオメット・ジャパン合同会社 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

¥6,160

22600BZX00374000 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) ①
標準型

¥80,700

22600BZX00375000 ＣＯＯＫ Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ 十二指腸用ステントシステム Ｃｏｏｋ Ｊａｐａｎ株式会社 157 消化管用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ (1) ｶﾊﾞｰなし ¥256,000

22600BZX00383000 ｓｅｌｅＸｙｓ ｖｉｔａｍｙｓ ライナー 株式会社マティス 057 人工股関節用材料 (1) 骨盤側材料 ④ ﾗｲﾅｰ ｲ ﾗｲﾅｰ (Ⅲ) ¥70,000

22600BZX00393000 ＶＡ－ＬＣＰ オレクラノンプレート ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 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

¥6,160

22600BZX00393000 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) ①
標準型

¥80,700

22600BZX00396000 血管内圧測定用センサ付ガイドワイヤ ゼオンメディカル株式会社 169 血管造影用圧ｾﾝｻｰ付ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ ¥168,000

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１１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)

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１１月０１日

22600BZX00398000 ScoreFlex 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 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

22600BZX00400000 ＨＡＩ脛骨遠位端ロッキングプレートシステム 株式会社ホムズ技研 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

¥6,160

22600BZX00400000 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) ¥18,200

22600BZX00400000 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) ①
標準型

¥80,700

22600BZX00404000 Ｅｖｅｒａ ＭＲＩ ＩＣＤシリーズ 日本メドトロニック株式会社 117 植込型除細動器 (2) 植込型除細動器 (Ⅲ型) ② MRI対応型 ¥3,240,000

22600BZX00404000 117 植込型除細動器 (4) 植込型除細動器 (Ⅴ型) ② MRI対応型 ¥3,300,000

22600BZX00405000 Ｓｐｒｉｎｔ クアトロＭＲＩ スクリューインリードＳ 日本メドトロニック株式会社 118 植込型除細動器用ｶﾃｰﾃﾙ電極 (1) 植込型除細動器用ｶﾃｰﾃ
ﾙ電極 (ｼﾝｸﾞﾙ)

¥928,000

22600BZX00406000 Ｓｐｒｉｎｔ クアトロＭＲＩ スクリューインリード 日本メドトロニック株式会社 118 植込型除細動器用ｶﾃｰﾃﾙ電極 (1) 植込型除細動器用ｶﾃｰﾃ
ﾙ電極 (ｼﾝｸﾞﾙ)

¥928,000

22600BZX00408000 スレッダーＰＴＣＡ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 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

22600BZX00411000 ＳＬ－ＰＬＵＳ ＭＩＡ ＨＡ ヒップシステム スミス・アンド・ネフュー オーソペディックス株式会
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

22600BZX00413000 カーペンターエドワーズ ＰＥＲＩＭＯＵＮＴ 牛心のう
膜生体弁 ＴＦＸ

エドワーズライフサイエンス株式会社 120 生体弁 (3) 異種心膜弁 (Ⅱ) ¥953,000

22600BZX00414000 アンソロジーＨＡ ヒップシステム スミス・アンド・ネフュー オーソペディックス株式会
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

22600BZX00415000 ＰＥＥＫ カスタム クラニアル インプラント 日本ストライカー株式会社 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)

¥800,000

22600BZX00415000 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)

¥894,000

22600BZX00415000 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)

¥895,000

22600BZX00416000 ＰＩ カテーテル キットⅡ 東洋紡株式会社 021 中心静脈用ｶﾃｰﾃﾙ (3) 極細型 ¥7,350

22600BZX00419000 Ｌｉｍａ リバースショルダー・システム 日本リマ株式会社 065 人工肩関節用材料 (3) ﾘﾊﾞｰｽ型 ① 上腕骨ｽﾃﾑ ｱ 標準型 ¥293,000

22600BZX00419000 065 人工肩関節用材料 (3) ﾘﾊﾞｰｽ型 ② ｽﾍﾟｰｻｰ ¥98,600

22600BZX00419000 065 人工肩関節用材料 (3) ﾘﾊﾞｰｽ型 ③ ｲﾝｻｰﾄ ｱ 標準型 ¥32,500

22600BZX00419000 065 人工肩関節用材料 (3) ﾘﾊﾞｰｽ型 ④ 関節窩ﾍｯﾄﾞ ｱ 標準型 ¥155,000

22600BZX00419000 065 人工肩関節用材料 (3) ﾘﾊﾞｰｽ型 ④ 関節窩ﾍｯﾄﾞ ｳ 下方補正
型

¥164,000

22600BZX00419000 065 人工肩関節用材料 (3) ﾘﾊﾞｰｽ型 ⑤ ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ ｱ 標準型 ¥164,000

226AABZX00125000 オキシアリザーバＮ 株式会社ジェイ・エム・エス 127 人工心肺回路 (6) 個別機能品 ③ ﾊｰﾄﾞｼｪﾙ静脈ﾘｻﾞｰﾊﾞｰ ¥32,600

226ABBZX00068000 ウロパス尿管アクセスシース オリンパスメディカルシステムズ株式会社 135 尿路拡張用ｶﾃｰﾃﾙ (1) 尿管用 ¥43,300

226ABBZX00096000 シュアリフター 株式会社カネカ 097 食道静脈瘤硬化療法用ｾｯﾄ (1) 食道静脈瘤硬化療法用穿
刺針

¥4,340

226AFBZX00135000 ＳＨＥＲＩＤＡＮ 気管チュ－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 ② ｶﾌ上部吸引機能なし ｱ 標準型 ¥645

226AFBZX00135000 027 気管内ﾁｭｰﾌﾞ (2) ｶﾌなし ¥635
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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１１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

226ACBZX00045000 ポートエックス Ⅲ 株式会社モリタ デンタルＸ線撮影装置

226ACBZX00050000 オーピー３０ 株式会社エム・ディ・インスツルメンツ 歯科パノラマ断層撮影デジタル映像化処理装置

226ACBZX00050000 パノラマ断層撮影装置

226AFBZX00125000 ビスタイントラ 株式会社エム・ディ・インスツルメンツ 歯科エックス線撮影デジタル映像化処理装置

226AFBZX00125000 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)
225AGBZX00072000 プラスチックアタッチメント デンツプライ三金株式会社 004 ﾀﾞｲﾚｸﾄﾎﾞﾝﾄﾞ用ﾌﾞﾗｹｯﾄ 1個\294

22600BZX00402000 ベクターＴＡＳ カボデンタルシステムズジャパン株式会社 040 歯科矯正用ｱﾝｶｰｽｸﾘｭｰ 1本\3,710

226AABZX00132000 アイゴス 山本貴金属地金株式会社 049 歯科充填用材料 Ⅰ (1) 複合ﾚｼﾞﾝ系 1g\724

226ACBZX00046000 イソ：ファスト デンケン・ハイデンタル株式会社 043 義歯床用ｱｸﾘﾘｯｸ即時硬化樹脂 (粉末) 1g\28

226ACBZX00046000 044 義歯床用ｱｸﾘﾘｯｸ即時硬化樹脂 (液) 1mL\19

226ACBZX00046A01 アンカーリペアⅡ デンケン・ハイデンタル株式会社 043 義歯床用ｱｸﾘﾘｯｸ即時硬化樹脂 (粉末) 1g\28

226ACBZX00046A01 044 義歯床用ｱｸﾘﾘｯｸ即時硬化樹脂 (液) 1mL\19

226ACBZX00046A02 Ｃｉイージーファスト デンケン・ハイデンタル株式会社 043 義歯床用ｱｸﾘﾘｯｸ即時硬化樹脂 (粉末) 1g\28

226ACBZX00046A02 044 義歯床用ｱｸﾘﾘｯｸ即時硬化樹脂 (液) 1mL\19

226ACBZX00048000 ユーロキャスト デンケン・ハイデンタル株式会社 020 歯科鋳造用ｺﾊﾞﾙﾄｸﾛﾑ合金 鉤･ﾊﾞｰ用 1g\25

226ACBZX00048000 025 歯科鋳造用ｺﾊﾞﾙﾄｸﾛﾑ合金 床用 1g\28

226ACBZX00048A01 キューツゥー・キャストロイ・ デンケン・ハイデンタル株式会社 020 歯科鋳造用ｺﾊﾞﾙﾄｸﾛﾑ合金 鉤･ﾊﾞｰ用 1g\25

226ACBZX00048A01 025 歯科鋳造用ｺﾊﾞﾙﾄｸﾛﾑ合金 床用 1g\28

226AFBZX00077000 アドシールド ＲＭ クラレノリタケデンタル株式会社 046 歯科用合着･接着材料Ⅰ (粉末･液) (1) ﾚｼﾞﾝ系 1g\453

226AFBZX00126000 ＬＣ オルソマイト 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\774

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１１月０１日

4

IHHVE
楕円


