
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10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

20900BZY00928000 カミノ・マルチパラメーター・モニタリング・システム 株式会社佐多商会 頭蓋内圧計

21900BZY00023000 マイティカップ 原田産業株式会社 分娩用吸引器

22200BZX00715000 セントラルモニタ フィリップス患者情報センタ 株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン モニタ

22200BZX00730000 Ｖ６０ベンチレータ フィリップス・レスピロニクス合同会社 人工呼吸器

22200BZX00737000 ドレーゲル全身麻酔装置 ファビウス ＭＲＩ ドレーゲル・メディカル ジャパン株式会社 麻酔機（Ⅱ）

22200BZX00741000 バイオセンス ＣＡＲＴＯ３ ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 心臓カテーテル検査装置

22200BZX00746000 オートスパイロメータ システム－７Ｗ ミナト医科学株式会社 電子スパイロメータ

22200BZX00791000 ＳｐｉｒＯｘｉ カード 三栄メディシス株式会社 電子スパイロメータ

22200BZX00791000 パルスオキシメータ

222AABZX00140000 ウロスコープ オムニア シーメンス・ジャパン株式会社 診断用Ｘ線装置

222ABBZX00165000 Ｘ線撮影装置 Ｒａｄｎｅｘｔ８０ 株式会社日立メディコ 診断用Ｘ線装置

222ACBZX00049000 Ｂｒｉｖｏ ＯＥＣ ８５０ シリーズ ＧＥヘルスケア・ジャパン株式会社 診断用Ｘ線装置

222ACBZX00049000 デジタル撮影装置

222AGBZX00211000 視覚誘発反応測定装置 ＬＥ－４０００ 株式会社トーメーコーポレーション 視覚誘発電位検査装置

222AGBZX00211000 網膜電位測定装置

222AGBZX00225000 超小型ホルター心電計 Ｋｅｎｚ Ｃａｒｄｙ ３０３ ｐｉｃｏ 株式会社スズケン ホルタ心電計

222AIBZX00027000 テレマイオＧ２ 酒井医療株式会社 筋電計（Ⅰ）

222AIBZX00028000 ルティーナ 株式会社日本メディックス 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)
13B2X00081000014 スプリントシート 酒井医療株式会社 056 副木 (1)軟化成形使用型 ③下肢用 ¥4,490

13B2X00081000014 056 副木 (1)軟化成形使用型 ④鼻骨用 ¥985

20100BZZ01618000 オーバルエム 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

20200BZZ01575000 針付ナイロン 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

20900BZY01009000 オーソフィックス創外固定ピン（滅菌済） 小林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 ②抗緊張ﾋﾟﾝ ｱ 一般型 ¥15,100

20900BZY01009000 076 固定用金属ﾋﾟﾝ (1)創外固定器用 ②抗緊張ﾋﾟﾝ ｲ 特殊型 ¥30,000

21700BZZ00468000 キャリー 株式会社ユー・ティー・エム 012 血管造影用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ (1)一般用 ¥3,060

220AFBZX00067000 ポリパーフ セーフ 株式会社パイオラックスメディカルデバイス 002 在宅中心静脈栄養用輸液ｾｯﾄ (2)付属品 ①ﾌｰﾊﾞｰ針 ¥400

22200BZX00667000 ソロックス ＶＤＤ バイオトロニックジャパン株式会社 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 ｲ ｼﾝｸﾞﾙﾊﾟｽVDDﾘｰﾄﾞ ¥236,000

22200BZX00734000 ＥＮＣＯＭＰＡＳＳ ヒップ ステム 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 ①大腿骨ｽﾃﾑ(Ⅰ) ¥557,000

22200BZX00745000 コバメッド ネイル システム 小林メディカル株式会社 073 髄内釘 (1)髄内釘 ③大腿骨頸部型 ¥187,000

22200BZX00745000 073 髄内釘 (2)横止めｽｸﾘｭｰ ①標準型 ¥26,000

22200BZX00745000 073 髄内釘 (2)横止めｽｸﾘｭｰ ②大腿骨頸部型 ¥56,800

22200BZX00750000 リノックス スマート ＴＤ バイオトロニックジャパン株式会社 118 埋込型除細動器用ｶﾃｰﾃﾙ電極 (1)埋込型除細動器用ｶﾃｰﾃﾙ電極(ｼﾝｸﾞﾙ) ¥975,000

22200BZX00751000 リノックス スマート ＳＤ バイオトロニックジャパン株式会社 118 埋込型除細動器用ｶﾃｰﾃﾙ電極 (1)埋込型除細動器用ｶﾃｰﾃﾙ電極(ｼﾝｸﾞﾙ) ¥975,000

22200BZX00754000 ＯＶＡＴＩＯＮ ヒップ ステム 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 ①大腿骨ｽﾃﾑ(Ⅰ) ¥557,000

22200BZX00755000 ＦＭＨ－１８０ （安全弁） フォルテグロウメディカル株式会社 127 人工心肺回路 (6)個別機能品 ⑨安全弁 ¥5,960

22200BZX00756000 ＰＲＯＳＰＡＣＥ ＰＥＥＫ ケージ ビー・ブラウンエースクラップ株式会社 078 人工骨 (2)専用型 ⑤椎体固定用 ｱ 1椎体用 ¥190,000

22200BZX00757000 Ｓ
4
サービカルシステム 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 (1)脊椎ﾛｯﾄﾞ ¥49,900

22200BZX00757000 064 脊椎固定用材料 (2)脊椎ﾌﾟﾚｰﾄ(S) ¥40,700

22200BZX00757000 064 脊椎固定用材料 (4)椎体ﾌｯｸ ¥76,000

22200BZX00757000 064 脊椎固定用材料 (5)脊椎ｽｸﾘｭｰ(固定型) ¥82,200

22200BZX00757000 064 脊椎固定用材料 (6)脊椎ｽｸﾘｭｰ(可動型) ¥112,000

22200BZX00757000 064 脊椎固定用材料 (7)脊椎ｺﾈｸﾀｰ ¥48,900

22200BZX00757000 064 脊椎固定用材料 (8)ﾄﾗﾝｽﾊﾞｰｽ固定器 ¥71,300

22200BZX00759000 Ｉｎｔｅｒ Ｂｌａｄｅ Ｎａｉｌ システム ナカシマメディカル株式会社 073 髄内釘 (1)髄内釘 ③大腿骨頸部型 ¥187,000

22200BZX00759000 073 髄内釘 (2)横止めｽｸﾘｭｰ ①標準型 ¥26,000

22200BZX00759000 073 髄内釘 (2)横止めｽｸﾘｭｰ ②大腿骨頸部型 ¥56,800

22200BZX00760000 カネカガイディングカテーテル ＰＥ－Ｎ１ 株式会社カネカ 132 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ (2)腹部四肢末梢用 ¥25,300

22200BZX00764000 ＰＥＲＩ-ＬＯＣ Ｔｉ ＰＦＰ 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

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

22200BZX00764000 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

22200BZX00765000 ＰＥＲＩ-ＬＯＣ Ｔｉ ロッキングプレートシステム ＬＥ スミス・アンド・ネフュー オーソペディックス株式会
社

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

22200BZX00766000 ＰＥＲＩ-ＬＯＣ Ｔｉ ロッキングプレートシステム ＧＥ スミス・アンド・ネフュー オーソペディックス株式会
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) ¥6,790

22200BZX00766000 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) ¥20,000

22200BZX00766000 061 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) (1)ｽﾄﾚｰﾄﾌﾟﾚｰﾄ(生体用合金Ⅰ･S) ¥22,900

22200BZX00766000 061 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) (2)ｽﾄﾚｰﾄﾌﾟﾚｰﾄ(生体用合金Ⅰ･L) ¥32,600

22200BZX00766000 063 固定用内副子用ﾜｯｼｬｰ､ﾅｯﾄ類 (1)ﾜｯｼｬｰ(Ⅰ) ¥3,030

22200BZX00767000 ＰＥＲＩ-ＬＯＣ Ｔｉ ロッキングプレートシステム ＲＥＣＯＮ スミス・アンド・ネフュー オーソペディックス株式会
社

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

22200BZX00768000 ＰＥＲＩ-ＬＯＣ Ｔｉ ロッキングプレートシステム ＵＥ スミス・アンド・ネフュー オーソペディックス株式会
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) ¥6,790

22200BZX00768000 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

22200BZX00778000 マイクラス クーリエ マイクロカテーテル 株式会社グッドマン 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 ③ﾃﾞﾀｯﾁｬﾌﾞﾙｺｲﾙ用 ¥63,200

22200BZX00779000 ピナクル Ｐｏｒｏｃｏａｔ ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 057 人工股関節用材料 (1)骨盤側材料 ①臼蓋形成用ｶｯﾌﾟ(Ⅰ) ¥165,000

22200BZX00779000 059 ｵﾌﾟｼｮﾝ部品 (3)人工関節固定強化部品 ¥15,400

22200BZX00780000 オステオフラップ 株式会社ユニメディック 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 ｴ 頭蓋骨閉鎖用 ⅱｸﾗﾝﾌﾟ型 ¥20,700

22200BZX00782000 シエロ Ｔ バイオトロニックジャパン株式会社 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

22200BZX00783000 シエロ Ｓ バイオトロニックジャパン株式会社 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

22200BZX00787000 ＮｅｘＧｅｎ ＣＲ-ＦＬＥＸ ポーラス フェモラル ジンマー株式会社 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

22200BZX00792000 ＮＣカンタムエイペックス 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 ¥100,000

22200BZX00794000 エピック ビリアリーステント ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 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 ｲ ｶﾊﾞｰなし ¥253,000

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22年10月1日
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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22年10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)
22100BZX01023000 Ｔｏｒｎｕｓ トルナス ＬＸ 朝日インテック株式会社 133 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ (16)狭窄部貫通用ｶﾃｰﾃﾙ ¥51,200

22100BZX01088000 ＥＯＮ Ｍｉｎｉ Ｄｕａｌ ８ ニューロスティミュレータ セント・ジュード・メディカル株式会社 087 埋込型脳・脊髄電気刺激装置 (5)疼痛除去用（16極以上用）充電式 ¥1,820,000

22100BZX01088000 087 埋込型脳・脊髄電気刺激装置 (5)疼痛除去用（16極以上用）充電式 の一部 ※

22100BZX01089000

22100BZX01063000 Ｔｒｉｐｏｌｅ １６ リード セント・ジュード・メディカル株式会社 086 脊髄刺激装置用ﾘｰﾄﾞ (1)ﾘｰﾄﾞｾｯﾄ ②16極以上 ¥357,000

22200BZX00596000 Ｍｅｒｃｉ リトリーバー センチュリーメディカル株式会社 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 ¥274,000

21300BZZ00440000 セルソーバＥ 旭化成クラレメディカル株式会社 049 白血球吸着用材料 (2)低体重者・小児用 ¥126,000

22200BZX00084000 シンカーサクションチューブⅡ 富士システムズ株式会社 126 体外循環用ｶﾆｭｰﾚ (3)ﾍﾞﾝﾄｶﾃｰﾃﾙ ②ﾀﾞﾌﾞﾙﾙｰﾒﾝ ¥4,300

※　当該製品は、決定機能区分を満たす医療材料の一部であるため当該製品単体では算定できない。

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)
22100BZX01112000 ストライカー脊椎専用骨セメント 日本ストライカー株式会社 079 骨ｾﾒﾝﾄ (3)脊椎用 1g当たり\544

22200BZI00001000 デフラックス 光洋産業株式会社 163 膀胱尿管逆流症治療用注入材 ¥72,100

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

21900BZX00431000 スリープレコーダ ＳＤ－１０１ ケンツメディコ株式会社 終夜睡眠診断装置(Ⅰ)

220AKBZX00122000 エスエックス・モジュール ＳＸ－２００７ ケンツメディコ株式会社 終夜睡眠診断装置(Ⅰ)

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22年10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もの）　保険適用開始年月日：平成22年10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

222AGBZX00147000 ビスタスキャン ミニ 株式会社ヨシダ 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)
222AFBZX00103000 メタフィル Ｆｌｏ サンメディカル株式会社 049 歯科充填用材料Ⅰ 1g\704

222AGBZX00149000 クリスタブレース７ 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\286

222AKBZX00098000 クリンプロ シーラント スリーエム ヘルスケア株式会社 049 歯科充填用材料Ⅰ 1g\704

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10月１日
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