
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区分）　保険適用開始年月日：平成22年4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

21400BZY00240000 プロマックス 株式会社ジーシー ＣＴ撮影装置

22000BZX00804000 ディスポーザブルゴールドマーカー オリンパスメディカルシステムズ株式会社 病変識別マーカ

22100BZI00022000 アイパッド ＮＦ１２００ 大宇ジャパン株式会社 除細動器

22100BZX00002000 生体情報モニタ ＩｎｔｅｌｌｉＶｕｅ ＭＰ２／Ｘ２ 株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン パルスオキシメータ

22100BZX00002000 心電計（Ⅱ）

22100BZX00002000 ホルタ心電計

22100BZX00002000 リアルタイム解析型心電図記録計

22100BZX00761000 エンサイトシステム ３０００Ｎ 日本光電工業株式会社 心臓内三次元画像構築装置

22100BZX00761000 心臓カテーテル検査装置

22100BZX01074000 センチプローブ® 日本メジフィジックス株式会社 ＲＩ動態機能検査装置

22100BZX01104000 ＤＣ脳波計 ニューロプラクス 株式会社ミユキ技研 脳波計

22100BZX01105000 ＤＣ脳波計 テラプラクス 株式会社ミユキ技研 脳波計

221ABBZX00223000 サンソメイト－５Ｆ 日本特殊陶業株式会社 酸素供給装置（Ⅰ）

221ADBZI00091000 ＳｏｎｏＳｉｔｅ ＮａｎｏＭａｘｘシリーズ 株式会社ソノサイト・ジャパン 超音波検査装置（Ⅱ）

221AGBZX00269000 ユビックスＬＵＫＬＡ ユビックス株式会社 パルスオキシメータ

221AIBZX00072000 フレックスフォーカス 株式会社アムコ 超音波検査装置（Ⅰ）

22200BZX00086000 エンサイト ベロシティ システム 日本光電工業株式会社 心臓内三次元画像構築装置

22200BZX00086000 心臓カテーテル検査装置

22200BZX00093000 エンサイトシステム Ｖｅｌｏｃｉｔｙ セント・ジュード・メディカル株式会社 心臓内三次元画像構築装置

22200BZX00121000 ピコ プラス スモーカーライザー 原田産業株式会社 呼気ガス分析装置

22200BZX00123000 心電・呼吸送信機 ＬＸ－７１２０ フクダ電子株式会社 モニタ

22200BZX00125000 サーキュラステープラ Ａｄｖａｎｃｅｄ Ｍｅｄｉｃａｌ Ｓｅｒｖｉｃｅ株式会社 結紮器及び縫合器

22200BZX00135000 ダイナスコープ ７０００シリーズ ＤＳ－７７００システム フクダ電子株式会社 モニタ

22200BZX00145000 循環動態モニタ ＰｉＣＣＯ２ 株式会社佐多商会 体液量等測定装置（Ⅰ）

22200BZX00145000 モニタ

222AABZX00031000 トリオ プロ ３３０ 伊藤超短波株式会社 低周波治療器

222AABZX00032000 ＭＡＧＮＥＴＯＭ アエラ シーメンス旭メディテック株式会社 ＭＲＩ装置

222AABZX00033000 ＭＡＧＮＥＴＯＭ スカイラ シーメンス旭メディテック株式会社 ＭＲＩ装置

222AABZX00035000 超音波骨密度測定装置 ＣＳ－８００ 株式会社タニタ秋田 超音波骨密度測定装置

222ABBZX00002000 ＥｎｄｏＥＹＥ ＬＳ腹腔・胸腔ビデオスコープ オリンパスメディカルシステムズ株式会社 内視鏡

222ABBZX00006000 腹腔・胸腔ビデオスコープ ＯＬＹＭＰＵＳ ＬＴＦ ＴＹＰＥ Ｙ００１０ オリンパスメディカルシステムズ株式会社 内視鏡

222ABBZX00060000 オキシウェル－５Ｆ 日本特殊陶業株式会社 酸素供給装置（Ⅰ）

222ABBZX00062000 富士フイルム ＤＲ－ＩＤ ６００ 富士フイルム株式会社 デジタル撮影装置

222ACBZX00007000 ヴェサリウス スイート 株式会社吉田製作所 ＭＲＩ装置

222ACBZX00009000 磁気共鳴断層撮影装置 Ｏｐｔｉｍａ ＭＲ３６０／Ｂｒｉｖｏ ＭＲ３５５ ＧＥヘルスケア・ジャパン株式会社 ＭＲＩ装置

222ACBZX00010000 超音波画像診断装置 ＨＤ－７ 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）

222ACBZX00021000 全身用Ｘ線ＣＴ診断装置 Ｏｐｔｉｍａ ＣＴ６６０ ＧＥヘルスケア・ジャパン株式会社 ＣＴ撮影装置

222ADBZX00004000 東芝ＭＲＩ Ｖａｎｔａｇｅ Ｔｉｔａｎ ３Ｔ ＭＲＴ－３０１０ 東芝メディカルシステムズ株式会社 ＭＲＩ装置

222ADBZX00025000 携帯型パルスオキシメータ スマートパルス フクダ電子株式会社 パルスオキシメータ

222ADBZX00026000 エニィパル フクダ電子株式会社 パルスオキシメータ

222AGBZX00006000 Ｖｅｒｉ－Ｑ カラードップラー 日本ビー・エックス・アイ株式会社 超音波検査装置（Ⅱ）
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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)

16300BZY00986000 バクスターインフューザー バクスター株式会社 007 携帯型ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ ¥4,000

20300BZZ00452000 シュアーフューザーＡ ニプロ株式会社 007 携帯型ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ ¥4,000

20600BZZ01302000 ベセルフューザー オーベクス株式会社 007 携帯型ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ ¥4,000

21400BZZ00218000

2110BZZ000332000 シリンジェクターⅠ 大研医器株式会社 007 携帯型ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ ¥4,000

21400BZZ00497000 クーデックバルーンジェクター 大研医器株式会社 007 携帯型ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ ¥4,000

21500BZZ00010A01 ＭＡ ＨＩＰ ＳＹＳＴＥＭ Ｃステム 日本メディカルマテリアル株式会社 057 人工股関節用材料 (2)大腿骨側材料 ②大腿骨ｽﾃﾑ(Ⅱ) ¥398,000

21600BZY00071000 ドシフューザー 東レ・メディカル株式会社 019 携帯型ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ (1)一般型 ¥3,510

21600BZY00071000 007 携帯型ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ ¥4,000

21600BZY00071000 008 携帯型ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ ¥4,000

21600BZY00221000 ペインブロッカーポンプ クリエートメディック株式会社 019 携帯型ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ (1)一般型 ¥3,510

22000BZX01429000 アクロス 経心房中隔穿刺システム 日本光電工業株式会社 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) ¥18,100

22000BZX01452000 アクロス トランスセプタルアクセスシステム セント・ジュード・メディカル株式会社 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) ¥18,100

22100BZX00006000 オキシアリザーバー 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 ¥37,700

22100BZX00008000 オキシアＡＣ 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) ¥157,000

22100BZX00008000 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) ¥138,000

22100BZX00365000 ＤＩＢ－ＰＣＡシステム 三矢メディカル株式会社 007 携帯型ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ ¥4,000

22100BZX01021000 マイクロカテキット クリエートメディック株式会社 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 ¥50,300

22100BZX01021000 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 ¥36,000

22100BZX01115000 ウルトラトラキオフレックス気管切開チューブ 東レ・メディカル株式会社 003 在宅寝たきり患者処置用気管内ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙｶﾃｰﾃﾙ (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

¥4,050

22100BZX01115000 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

¥4,050

22100BZX01115000 003 在宅寝たきり患者処置用気管内ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙｶﾃｰﾃﾙ (1)一般型 ②ｶﾌなし気管切開ﾁｭｰﾌﾞ ¥4,240

22100BZX01115000 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 ¥4,240

22100BZX01116000 ラリンゴフレックス気管切開チューブ 東レ・メディカル株式会社 003 在宅寝たきり患者処置用気管内ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙｶﾃｰﾃﾙ (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

¥4,050

22100BZX01116000 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

¥4,050

22100BZX01117000 ストレートスパイラ気管チューブ 東レ・メディカル株式会社 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 ¥776

22200BZX00109000 マイクロドライバースプリントコロナリーステントシステム 日本メドトロニック株式会社 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 ¥230,000

22200BZX00120000 インターサージカル ｉ－ｇｅｌ エム・シー・メディカル株式会社 027 気管内ﾁｭｰﾌﾞ (2)ｶﾌなし ¥659

22200BZX00122000 ドライバースプリントコロナリーステントシステム 日本メドトロニック株式会社 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 ¥230,000

22200BZX00133000 Ｖａｎｇｕａｒｄ ＣＲ インターロックシステム 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) ¥306,000

22200BZX00133000 058 人工膝関節用材料 (4)ｲﾝｻｰﾄ(Ⅰ) ¥67,400

22200BZX00138000 頸動脈用 ウォールステント モノレール 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 (15)頸動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ ¥280,000

22200BZX00139000 フィルターワイヤー ＥＺ 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 (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 ¥196,000

22200BZX00152000 模型人工肺 ＱＵＡＤＲＯＸ－ｉ マッケ・ジャパン株式会社 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) ¥157,000

22200BZX00152000 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) ¥138,000

22200BZX00152000 127 人工心肺回路 (6)個別機能品 ⑤ﾗｲﾝﾌｨﾙﾀｰ ¥18,900

22200BZX00153000 オクタッドリード 日本メドトロニック株式会社 086 脊髄刺激装置用ﾘｰﾄﾞｾｯﾄ ¥170,000

22200BZX00156000 Ｖａｎｇｕａｒｄ ポーラスＰＳ 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 ①全置換用材料(Ⅰ) ¥309,000

22200BZX00157000 バイオキューブヘモコンセントレーター ニプロ株式会社 127 人工心肺回路 (4)血液濃縮回路 ¥33,000

22200BZX00224000 アテインコマンド ガイディングカテーテル 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 ¥4,730

22200BZX00224000 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) ¥18,100

22200BZX00232000 ＳＪＭ ＰＴＡ カテーテル セント・ジュード・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 ｱ 標準型 ¥58,100

22200BZX00234000 滅菌済 ＣＡＰＳＴＯＮＥ ＰＥＥＫ メドトロニックソファモアダネック株式会社 078 人工骨 (2)専用型 ⑤椎体固定用 ｱ 1椎体用 ¥190,000

222AABZX00034000 バイオキューブ静脈リザーバー ニプロ株式会社 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 ¥37,700

222ADBZX00029000 ディスポーザブル内視鏡局所注射針 株式会社メディコスヒラタ 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 ¥4,720

222AIBZX00006000 コンファ ウロシステム Ⅱ 株式会社エフスリィー 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) ¥672

222AIBZX00006000 039 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) ¥2,110

新たな保険適用　区分Ｂ（個別評価）（材料価格として個別に評価されている区分）　保険適用開始年月日：平成22年4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）（材料価格として個別に評価されている区分）　保険適用開始年月日：平成22年4月1日

222AIBZX00006000 コンファ ウロシステム Ⅱ 株式会社エフスリィー 039 膀胱留置用ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙｶﾃｰﾃﾙ (6)圧迫止血 ¥4,530

222AIBZX00006000 004 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) ¥672

222AIBZX00006000 004 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) ¥2,110

新たな保険適用　区分Ｃ１（新機能）（技術料は既に設定され評価すべきもの）　保険適用開始年月日：平成22年4月1日

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)
22100BZX00895000 デュラシール　ブルースプレー コヴィディエン　ジャパン株式会社 156 合成吸収性硬膜補強材 ¥62,200

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)
22100BZX01033000 ウォールフレックス　十二指腸用ステント ボストン・サイエンティフィック　ジャパン株式会社 157 胃十二指腸用ステントセット ¥258,000

22100BZY00010000 メドトロニック　ミニメド　CGMS-Gold 日本メドトロニック株式会社 158 皮下グルコース測定用電極 ¥6,070

22100BZX00988000 V.A.C.ATS　治療システム ケーシーアイ株式会社 159 局所陰圧閉鎖処置用材料 1㎠当たり\25

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

22100BZX00815000 エンサイトシステム　3000S セント・ジュード・メディカル株式会社 心臓内三次元画像構築装置

新たな保険適用　区分Ｃ２（新機能・新技術）（新たな技術料を設定し評価すべきもの）　保険適用開始年月日：平成22年4月１日
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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区分）　保険適用開始年月日：平成22年4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

20700BZZ01090000 アーウィン ＨＯＹＡ株式会社 歯石除去用レーザー

21100BZZ00623000 デントライト ＨＯＹＡ株式会社 歯石除去用レーザー

21400BZY00240000 プロマックス 株式会社ジーシー 歯科パノラマ断層撮影デジタル映像化処理装置

21500BZZ00720000 アーウィン アドベール 株式会社モリタ製作所 歯石除去用レーザー

21900BZZ00006000 デントライト３０ 株式会社吉田製作所 歯石除去用レーザー

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)
21500BZZ00315000 ネオボーン コバレントマテリアル株式会社 001 人工骨 (1)汎用型 ①非吸収型 ｱ 顆粒･ﾌｨﾗｰ 1g当たり¥6480

219AFBZX00172000 ベイシスポリカ 山八歯材工業株式会社 045 義歯床用熱可塑性樹脂 1g¥22

220AGBZX00210000 コビー 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¥286

221ALBZX00009000 ＭＩＭ ＬＬブラケット エプソンアトミックス株式会社 004 ﾀﾞｲﾚｸﾄﾎﾞﾝﾄﾞ用ﾌﾞﾗｹｯﾄ 1個¥286

222ACBZX00012000 パラエース １２Ｇ ハイデンタル･ジャパン株式会社 006 歯科鋳造用金銀ﾊﾟﾗｼﾞｳﾑ合金(金12%以上 JIS適合品) 1g¥619

222AFBZX00003000 ベイシス ＭＣ 山八歯材工業株式会社 042 義歯床用ｱｸﾘﾘｯｸ樹脂 (液 JIS適合品) 1mL¥4

222AFBZX00003000 041 義歯床用ｱｸﾘﾘｯｸ樹脂 (粉末 JIS適合品) 1g¥5

222AFBZX00003A01 ベイシス クイック 山八歯材工業株式会社 042 義歯床用ｱｸﾘﾘｯｸ樹脂 (液 JIS適合品) 1mL¥4

222AFBZX00003A01 041 義歯床用ｱｸﾘﾘｯｸ樹脂 (粉末 JIS適合品) 1g¥5

新たな保険適用　区分Ｂ（個別評価）（材料価格として個別に評価されている区分）　保険適用開始年月日：平成22年4月１日
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