
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22年9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

21300BZZ00368000 ソーラックス７ＢＭ セリック株式会社 光線治療器（Ⅱ）

21800BZY10159000 ボルケーノ ｓ５ イメージング システム ボルケーノ・ジャパン株式会社 電子観血血圧計

22000BZX00294000 サージカルプローブシステム 安西メディカル株式会社 ＲＩ動態機能検査装置

22100BZX00921000 ライフパック ２０ｅ 日本メドトロニック株式会社 除細動器

22100BZX00921000 体外型心臓ペースメーカー

22100BZX00921000 パルスオキシメータ

22100BZX00921000 モニタ

221AGBZX00299000 ペンタックス ビデオ下咽頭スコープ ＥＨ－１９９０ＳＴＫ ＨＯＹＡ株式会社 内視鏡

221ALBZX00006A01 エグゼトロン ６０４ 株式会社テクノリンク 低周波治療器

22200BZI00017000 終夜睡眠ポリグラフィー ソムノスターｚ４システム 株式会社フクダ産業 終夜睡眠診断装置（Ⅱ）

22200BZX00679000 オキシログ２０００ プラス ドレーゲル・メディカル ジャパン株式会社 人工呼吸器

22200BZX00704000 ＦＤＧ合成装置（Ｆ３００） 住友重機械工業株式会社 ＦＤＧ合成装置

22200BZX00739000 心拍出量モニター ＡＥＳＣＵＬＯＮ ミニ 平和物産株式会社 モニタ

22200BZX00739000 体液量等測定装置（Ⅲ）

222AABZX00130000 電子内視鏡 ＥＧ－５９０ＺＷ２ 富士フイルム株式会社 内視鏡

222AABZX00131000 超音波内視鏡 ＥＧ－５３０ＵＴ２ 富士フイルム株式会社 内視鏡

222AABZX00132000 超音波内視鏡 ＥＧ－５３０ＵＲ２ 富士フイルム株式会社 内視鏡

222AABZX00133000 超音波観測装置 ＳＵ－８０００ 富士フイルム株式会社 超音波検査装置（Ⅱ）

222ABBZX00139000 腹腔・胸腔ビデオスコープ ＯＬＹＭＰＵＳ ＬＴＦ ＴＹＰＥ Ｙ００１４ オリンパスメディカルシステムズ株式会社 内視鏡

222ABBZX00141000 気管支ビデオスコープ ＯＬＹＭＰＵＳ ＢＦ ＴＹＰＥ Ｙ０００２ オリンパスメディカルシステムズ株式会社 内視鏡

222ADBZX00077000 ＥＢＩ 骨電気刺激装置 モデル ２００１ Ｅ バイオメット・ジャパン株式会社 骨電気刺激装置

222AHBZI00013000 スパイダーフラッシュ ｔ 日本ライフライン株式会社 リアルタイム解析型心電図記録計

222AIBZX00022000 ベータ－ｅｌｅｖｅｎ（イレブン） 株式会社日本医広 光線治療器（Ⅱ）

222AIBZX00022000 低周波治療器

222AIBZX00023000 フォース０１ 株式会社日本医広 光線治療器（Ⅰ）

222AIBZX00023000 光線治療器（Ⅱ）

222ALBZX00014000 エグゼトロン ６０６ 株式会社テクノリンク 低周波治療器
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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 (5)ﾌﾟﾚｼﾞｪｯﾄ･ﾁｭｰﾌﾞ ¥216

20300BZZ01289000 Ｆシステム 株式会社エイチエムエス 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) ¥6,790

20300BZZ01289000 060 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) (5)中空ｽｸﾘｭｰ(生体用合金Ⅰ･L) ¥31,400

20300BZZ01289000 062 大腿骨外側固定用内副子 (3)つばつきﾌﾟﾚｰﾄ(生体用合金Ⅰ) ¥136,000

20300BZZ01289000 062 大腿骨外側固定用内副子 (5)ﾗｸﾞｽｸﾘｭｰ(生体用合金Ⅰ) ¥50,800

21100BZZ00509A01 ＶＴ ＰＴＡ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 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 ¥108,000

21100BZZ00762000 狭窄部通過用カテーテル 株式会社東海メディカルプロダクツ 133 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ (9)血栓除去用ｶﾃｰﾃﾙ ③経皮的血栓除去用 ¥57,900

21500BZZ00398000 ＪＭＳ熱交換器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 ⑧熱交換器 ¥18,100

21900BZX00953000 ＳＭＡＣ プラス 日本シャーウッド株式会社 021 中心静脈用ｶﾃｰﾃﾙ (1)標準型 ①ｼﾝｸﾞﾙﾙｰﾒﾝ ｲ ｾﾙｼﾞﾝｶﾞｰ型 ¥1,910

22100BZX00008000 オキシアＡＣ 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

22100BZX01058000 Ｄｉｏ ペネトレーションカテーテル 株式会社グッドマン 130 心臓手術用ｶﾃｰﾃﾙ (2)冠動脈狭窄部貫通用ｶﾃｰﾃﾙ ¥51,200

221AABZX00135000 ＰＥＧ－Ｊ カテーテル クリエートメディック株式会社 037 交換用胃瘻ｶﾃｰﾃﾙ (2)小腸留置型 ¥16,500

22200BZX00569000 アパセラム－Ｃ１ ＨＯＹＡ株式会社 078 人工骨 (2)専用型 ②開頭穿孔術用 ¥10,400

22200BZX00569000 078 人工骨 (2)専用型 ③頭蓋骨･喉頭気管用 ¥48,900

22200BZX00570000 アパセラム－Ｃ４ ＨＯＹＡ株式会社 078 人工骨 (2)専用型 ②開頭穿孔術用 ¥10,400

22200BZX00570000 078 人工骨 (2)専用型 ③頭蓋骨･喉頭気管用 ¥48,900

22200BZX00571000 アパセラム－Ｃ５ ＨＯＹＡ株式会社 078 人工骨 (2)専用型 ②開頭穿孔術用 ¥10,400

22200BZX00571000 078 人工骨 (2)専用型 ③頭蓋骨･喉頭気管用 ¥48,900

22200BZX00684000 ＢＩＯＳＵＲＥ ＰＫ インターフェアレンス スクリュー 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 ⅱｲﾝﾀｰﾌｪｱﾚﾝｽ
型

¥46,400

22200BZX00685000 バイオラプター ＰＫ 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

¥34,300

22200BZX00686000 ＨＡＩ鎖骨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) ¥6,790

22200BZX00686000 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) ¥89,200

22200BZX00686000 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 ｲ 下顎骨･骨盤再建用 ¥73,700

22200BZX00693000 Ａｆｆｉｎｉｓ 人工肩関節 システム 株式会社マティス 065 人工肩関節用材料 (1)肩甲骨側材料 ¥140,000

22200BZX00693000 065 人工肩関節用材料 (2)上腕骨側材料 ¥624,000

22200BZX00694000 Ａｆｆｉｎｉｓ セメントレス 上腕骨ステム 株式会社マティス 065 人工肩関節用材料 (2)上腕骨側材料 ¥624,000

22200BZX00700000 Ｎａｔｕｒａｌ Ｋｎｅｅ Ｆｌｅｘ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) ¥306,000

22200BZX00700000 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) ¥44,700

22200BZX00700000 058 人工膝関節用材料 (4)ｲﾝｻｰﾄ(Ⅰ) ¥67,400

22200BZX00702000 フレックスエラ－Ｊ 株式会社パイオラックスメディカルデバイス 095 食道用ｽﾃﾝﾄ ¥130,000

22200BZX00708000 ＳＪＭ ＰＴＣＡ バルーンカテーテル ＨＰ セント・ジュード・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 ¥100,000

22200BZX00709000 ｂａｌａｎＳｙｓ トータルニーシステム ＣＲ 株式会社マティス 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

22200BZX00709000 058 人工膝関節用材料 (2)脛骨側材料 ②全置換用材料(Ⅱ) ¥182,000

22200BZX00709000 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) ¥44,700

22200BZX00709000 058 人工膝関節用材料 (4)ｲﾝｻｰﾄ(Ⅰ) ¥67,400

22200BZX00710000 ｂａｌａｎＳｙｓ トータルニーシステム ＰＳ コンポーネント 株式会社マティス 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

22200BZX00710000 058 人工膝関節用材料 (4)ｲﾝｻｰﾄ(Ⅰ) ¥67,400

22200BZX00713000 ＲＡＤＩＵＳ スパイナルシステム 日本ストライカー株式会社 064 脊椎固定用材料 (1)脊椎ﾛｯﾄﾞ ¥49,900

22200BZX00713000 064 脊椎固定用材料 (10)椎体ﾜｯｼｬｰ ¥13,800

22200BZX00713000 064 脊椎固定用材料 (4)椎体ﾌｯｸ ¥76,000

22200BZX00713000 064 脊椎固定用材料 (5)脊椎ｽｸﾘｭｰ(固定型) ¥82,200

22200BZX00713000 064 脊椎固定用材料 (6)脊椎ｽｸﾘｭｰ(可動型) ¥112,000

22200BZX00713000 064 脊椎固定用材料 (7)脊椎ｺﾈｸﾀｰ ¥48,900

22200BZX00713000 064 脊椎固定用材料 (8)ﾄﾗﾝｽﾊﾞｰｽ固定器 ¥71,300

22200BZX00713000 064 脊椎固定用材料 (9)椎体ｽﾃｰﾌﾟﾙ ¥44,200

22200BZX00718000 ビジョンワイヤ ＯＴＷ バイオトロニックジャパン株式会社 012 血管造影用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ (3)微細血管用 ¥17,600

22200BZX00720000 ＦＩＮＥ人工膝関節 （ＣＲＦ－ＴｉＭ） ナカシマメディカル株式会社 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

22200BZX00720000 058 人工膝関節用材料 (4)ｲﾝｻｰﾄ(Ⅰ) ¥67,400

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22年9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22年9月1日

22200BZX00722000 ＣＰＳ エイム ＳＬ 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

22200BZX00723000 ＣＰＳ ダイレクト ＳＬ Ⅱ 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

22200BZX00724000 ＰＹ２ スクリューインリード 日本ライフライン株式会社 113 埋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 ¥155,000

22200BZX00724000 113 埋込式心臓ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ用ﾘｰﾄﾞ (3)ｱｸｾｻﾘｰ ¥6,610

22200BZX00732000 Ｓｌｅｅｋ ＰＴＡ カテーテル ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 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 ¥108,000

22200BZX00733000 Ｓａｖｖｙ Ｌｏｎｇ ＰＴＡ カテーテル ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 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 ｱ 標準型 ¥58,100

22200BZX00733000 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 ¥108,000

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 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

¥4,710

22200BZX00279000 Prolong LPS-Flex Fixed サーフェイス ジンマー株式会社 058 人工膝関節用材料 (5)ｲﾝｻｰﾄ(Ⅰ) ¥67,400

22200BZX00644000 スコーピオ人工膝関節Ｘ３ 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) ¥84,300

22200BZX00644000 058 人工膝関節用材料 (3)膝蓋骨材料 ③膝蓋骨置換用材料(Ⅲ) ¥56,000
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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)
221AGBZX00208A01 マルチリンク スピード Ｉｖｏｃｌａｒ Ｖｉｖａｄｅｎｔ株式会社 046 歯科用合着･接着材料Ⅰ(粉末･液) 1g¥441

222ABBZX00070000 シグナム マトリックス ヘレウス クルツァ－ ジャパン株式会社 040 歯冠用光重合硬質ﾚｼﾞﾝ 1g¥694

222ABBZX00071000 カリスマ オパール フロー ヘレウス クルツァ－ ジャパン株式会社 049 歯科充填用材料Ⅰ 1g¥704

222ADBZX00075000 デーモン クリア サイブロン・デンタル株式会社 004 ﾀﾞｲﾚｸﾄﾎﾞﾝﾄﾞ用ﾌﾞﾗｹｯﾄ 1個¥286

222AFBZX00089000 トクヤママルチボンドⅡ フィックスフォース 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) 1g¥441

222AKBZX00023000 松風スーパーゴールドプラスメタル 株式会社松風 014 歯科用ﾌﾟﾗｽﾒﾀﾙ(銀25%以上ﾊﾟﾗｼﾞｳﾑ5%以上) 1g¥698

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22年9月１日
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