
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12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

21700BZZ00282000 コバメッド硬膜外腔内視鏡 株式会社町田製作所 内視鏡

221AFBZX00099000 ファインダー付挿管用喉頭鏡 株式会社町田製作所 内視鏡

221AFBZX00105000 マッコイ型ファインダー付挿管用喉頭鏡 株式会社町田製作所 内視鏡

222AABZX00016000 エアウェイスコープ ＡＷＳ－Ｓ１００ ＨＯＹＡ株式会社 内視鏡

222AABZX00186000 イトー ＥＳ－５１５ 伊藤超短波株式会社 低周波治療器

222AABZX00189000 電子内視鏡 ＥＧ－５８０ＮＷ 富士フイルム株式会社 内視鏡

222ABBZX00181000 大腸ビデオスコープ ＯＬＹＭＰＵＳ ＰＣＦ ＴＹＰＥ Ｙ００２５ オリンパスメディカルシステムズ株式会社 内視鏡

222ACBZX00037000 バイオパック 株式会社ヨシダ 筋電計（Ⅰ）

222ADBZI00104000 ニューロビジョン Ｍ５ 神経モニターシステム ニューベイシブジャパン株式会社 筋電計（Ⅱ）

222ADBZI00104000 誘発反応測定装置

222AGBZX00055000 ペンタックス ビデオ上部消化管スコープ ＥＧ１６－Ｋ１０ ＨＯＹＡ株式会社 内視鏡

222AGBZX00056000 ペンタックス ビデオ上部消化管スコープ ＥＧ２９－ｉ１０Ｎ ＨＯＹＡ株式会社 内視鏡

222AGBZX00062000 ペンタックス ビデオ大腸スコープ ＥＣ３８－ｉ１０シリーズ ＨＯＹＡ株式会社 内視鏡

222AGBZX00249000 ＬＥＤ発光装置 ＬＳ 有限会社メイヨー 視覚誘発電位検査装置

222AGBZX00249000 網膜電位測定装置

222AGBZX00251000 酸素濃縮器 ＫＭ－Ｘ ３Ｌ 株式会社メトラン 酸素供給装置（Ⅰ）

222AGBZX00256000 キンキレクスターＳ 株式会社近畿レントゲン工業社 診断用Ｘ線装置

222AGBZX00257000 オキシボーイ Ｓ－１０２ 紫明半導体株式会社 パルスオキシメータ

222AKBZX00119000 コンパクトヒステロスコープ エム・シー・メディカル株式会社 内視鏡

222AKBZX00120000 ミニチュアテレスコープ エム・シー・メディカル株式会社 内視鏡

22200BZX00872000 ビズラス５３２ｓ Ⅱ カールツァイスメディテック株式会社 眼科用光凝固装置

22200BZX00874000 レムスターＡｕｔｏ ＰＲＩシステム フィリップス・レスピロニクス合同会社 在宅人工呼吸器（Ⅲ）

22200BZX00874000 人工呼吸器

22200BZX00875000 レムスター ＰＲＩシステム フィリップス・レスピロニクス合同会社 在宅人工呼吸器（Ⅲ）

22200BZX00875000 人工呼吸器

22200BZX00883000 多機能超音波ドップラ血流計 ＷＡＫＩｅ プライムテック株式会社 超音波血流計
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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)
16000BZZ01857A02 オステオグラフト ＨＯＹＡ株式会社 078 人工骨 (1) 汎用型 ① 非吸収型 ｲ 多孔体 1mL当たり\16,000

21600BZZ00591000 ハイレックスＰＴＣＡガイドワイヤ 株式会社ハイレックスコーポレーション 013 経皮的冠動脈形成術用ｶﾃｰﾃﾙ用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ (2) 複合･高度狭窄部位用 ¥25,100

21800BZZ10052000 ＨＡＩ ラディアスプレートシステム 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

21800BZZ10052000 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

21800BZZ10052000 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

21800BZZ10129000 ＨＡＩ 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) (4) 中空ｽｸﾘｭｰ(生体用合金Ⅰ･Ｓ) ¥20,000

21800BZZ10129000 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

22000BZX01363000 マイクロカテーテル１ 株式会社ハイレックスコーポレーション 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

222ABBZX00145000 腎・尿管用バスケット鉗子 オリンパスメディカルシステムズ株式会社 137 腎･尿管結石除去用ｶﾃｰﾃﾙｾｯﾄ ¥36,200

22200BZX00572000 アパセラム－Ｓ１ ＨＯＹＡ株式会社 078 人工骨 (2) 専用型 ④ 椎弓･棘間用 ¥41,900

22200BZX00572000 078 人工骨 (2) 専用型 ⑤ 椎体固定用 ｱ 1椎体用 ¥190,000

22200BZX00572000 078 人工骨 (2) 専用型 ⑤ 椎体固定用 ｲ その他 ¥364,000

22200BZX00573000 アパセラム－Ｓ２ ＨＯＹＡ株式会社 078 人工骨 (2) 専用型 ④ 椎弓･棘間用 ¥41,900

22200BZX00573000 078 人工骨 (2) 専用型 ⑤ 椎体固定用 ｱ 1椎体用 ¥190,000

22200BZX00573000 078 人工骨 (2) 専用型 ⑤ 椎体固定用 ｲ その他 ¥364,000

22200BZX00574000 アパセラム－Ｓ４ ＨＯＹＡ株式会社 078 人工骨 (2) 専用型 ④ 椎弓･棘間用 ¥41,900

22200BZX00574000 078 人工骨 (2) 専用型 ⑤ 椎体固定用 ｱ 1椎体用 ¥190,000

22200BZX00574000 078 人工骨 (2) 専用型 ⑤ 椎体固定用 ｲ その他 ¥364,000

22200BZX00578000 ＲＸ－ＰＴＡバルーンカテーテル Ｔｙｐｅ－Ａ ニプロ株式会社 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

22200BZX00752000 ＣＤＨ ＳＯＬＥＲＡ スパイナルシステム メドトロニックソファモアダネック株式会社 064 脊椎固定用材料 (1) 脊椎ﾛｯﾄﾞ ¥49,900

22200BZX00752000 064 脊椎固定用材料 (4) 椎体ﾌｯｸ ¥76,000

22200BZX00752000 064 脊椎固定用材料 (5) 脊椎ｽｸﾘｭｰ(固定型) ¥82,200

22200BZX00752000 064 脊椎固定用材料 (6) 脊椎ｽｸﾘｭｰ(可動型) ¥112,000

22200BZX00752000 064 脊椎固定用材料 (8) ﾄﾗﾝｽﾊﾞｰｽ固定器 ¥71,300

22200BZX00781000 カワスミ ダイアライザー 川澄化学工業株式会社 006 在宅血液透析用特定保険医療材料(回路を含む｡) (1) ﾀﾞｲｱﾗｲｻﾞｰ ④ ﾎﾛｰﾌｧｲﾊﾞｰ型及び積層型
(ｷｰﾙ型)(膜面積1.5㎡未満)(Ⅳ)

¥1,710

22200BZX00781000 006 在宅血液透析用特定保険医療材料(回路を含む｡) (1) ﾀﾞｲｱﾗｲｻﾞｰ ⑨ ﾎﾛｰﾌｧｲﾊﾞｰ型及び積層型
(ｷｰﾙ型)(膜面積1.5㎡以上)(Ⅳ)

¥1,760

22200BZX00781000 040 人工腎臓用特定保険医療材料(回路を含む｡) (1) ﾀﾞｲｱﾗｲｻﾞｰ ④ ﾎﾛｰﾌｧｲﾊﾞｰ型及び積層型(ｷｰﾙ
型)(膜面積1.5㎡未満)(Ⅳ)

¥1,710

22200BZX00781000 040 人工腎臓用特定保険医療材料(回路を含む｡) (1) ﾀﾞｲｱﾗｲｻﾞｰ ⑨ ﾎﾛｰﾌｧｲﾊﾞｰ型及び積層型(ｷｰﾙ
型)(膜面積1.5㎡以上)(Ⅳ)

¥1,760

22200BZX00814000 アパセラム－ＦＸ ＨＯＹＡ株式会社 078 人工骨 (2) 専用型 ⑦ 肋骨･胸骨･四肢骨用 ¥31,100

22200BZX00835000 Ｂｌａｚｅｒ Ｄｘ－２０ 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 114 体外式ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ用ｶﾃｰﾃﾙ電極 (2) 心臓電気生理学的検査機能付加型 ③ 房室弁輪部型 ¥241,000

22200BZX00843000 Ｕｌｔｒａ ＦＡＳＴ－ＦＩＸ システム 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

22200BZX00848000 ＴＭＰ ＰＴＣＡ 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 (1) 経皮的冠動脈形成術用ｶﾃｰﾃﾙ ① 一般型 ¥100,000

22200BZX00849000 マーフィースパイラル気管チューブ 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

22200BZX00851000 シエロ Ｔ ＮＫ 日本光電工業株式会社 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

22200BZX00852000 シエロ Ｓ ＮＫ 日本光電工業株式会社 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

22200BZX00854000 アテイン アビリティストレートリード 日本メドトロニック株式会社 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

22200BZX00855000 ＫＩＮＳＡ ＲＣ スーチャーアンカー 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

22200BZX00856000 クイックフレックス マイクロ セント・ジュード・メディカル株式会社 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

22200BZX00860000 アパセラム－Ｇ ＨＯＹＡ株式会社 078 人工骨 (1) 汎用型 ① 非吸収型 ｱ 顆粒･ﾌｨﾗｰ 1ｇ当たり\6,480

22200BZX00860A01 オステオグラフトＳ ＨＯＹＡ株式会社 078 人工骨 (1) 汎用型 ① 非吸収型 ｱ 顆粒･ﾌｨﾗｰ 1ｇ当たり\6,480

22200BZX00863000 マトリックススマートロック橈骨遠位端用ロッキングプレート 日本ストライカー株式会社 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

22200BZX00863000 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

22200BZX00864000 ロープロファイルペルビックシステム（滅菌) シンセス株式会社 060 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) (2) 一般ｽｸﾘｭｰ(生体用合金Ⅱ) ¥1,750

22200BZX00864000 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

22200BZX00865000 ＮｅｘＧｅｎ ＣＲ－ＦＬＥＸ ＧＳＦ 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

22200BZX00866000 ＳＰ プレート ケンテック株式会社 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) ¥3,940

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12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12月1日

22200BZX00866000 ＳＰ プレート ケンテック株式会社 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 ｱ 指骨､頭蓋骨､顔面骨､上下顎骨用 ⅰ ｽﾄﾚｰﾄ
型･異形型

¥15,300

22200BZX00866000 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 ｱ 指骨､頭蓋骨､顔面骨､上下顎骨用 ⅱ ﾒｯｼｭ
型

¥94,400

22200BZX00866000 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 ⅰ ﾊﾞｰﾎｰﾙ型 ¥20,200

22200BZX00867000 ツインフィックス ＦＴ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

22200BZX00871000 トレライトＮＶ 東レ株式会社 006 在宅血液透析用特定保険医療材料(回路を含む｡) (1) ﾀﾞｲｱﾗｲｻﾞｰ ④ ﾎﾛｰﾌｧｲﾊﾞｰ型及び積層型
(ｷｰﾙ型)(膜面積1.5㎡未満)(Ⅳ)

¥1,710

22200BZX00871000 006 在宅血液透析用特定保険医療材料(回路を含む｡) (1) ﾀﾞｲｱﾗｲｻﾞｰ ⑤ ﾎﾛｰﾌｧｲﾊﾞｰ型及び積層型
(ｷｰﾙ型)(膜面積1.5㎡未満)(Ⅴ)

¥1,830

22200BZX00871000 006 在宅血液透析用特定保険医療材料(回路を含む｡) (1) ﾀﾞｲｱﾗｲｻﾞｰ ⑨ ﾎﾛｰﾌｧｲﾊﾞｰ型及び積層型
(ｷｰﾙ型)(膜面積1.5㎡以上)(Ⅳ)

¥1,760

22200BZX00871000 006 在宅血液透析用特定保険医療材料(回路を含む｡) (1) ﾀﾞｲｱﾗｲｻﾞｰ ⑩ ﾎﾛｰﾌｧｲﾊﾞｰ型及び積層型
(ｷｰﾙ型)(膜面積1.5㎡以上)(Ⅴ)

¥1,940

22200BZX00871000 040 人工腎臓用特定保険医療材料(回路を含む｡) (1) ﾀﾞｲｱﾗｲｻﾞｰ ④ ﾎﾛｰﾌｧｲﾊﾞｰ型及び積層型(ｷｰﾙ
型)(膜面積1.5㎡未満)(Ⅳ)

¥1,710

22200BZX00871000 040 人工腎臓用特定保険医療材料(回路を含む｡) (1) ﾀﾞｲｱﾗｲｻﾞｰ ⑤ ﾎﾛｰﾌｧｲﾊﾞｰ型及び積層型(ｷｰﾙ
型)(膜面積1.5㎡未満)(Ⅴ)

¥1,830

22200BZX00871000 040 人工腎臓用特定保険医療材料(回路を含む｡) (1) ﾀﾞｲｱﾗｲｻﾞｰ ⑨ ﾎﾛｰﾌｧｲﾊﾞｰ型及び積層型(ｷｰﾙ
型)(膜面積1.5㎡以上)(Ⅳ)

¥1,760

22200BZX00871000 040 人工腎臓用特定保険医療材料(回路を含む｡) (1) ﾀﾞｲｱﾗｲｻﾞｰ ⑩ ﾎﾛｰﾌｧｲﾊﾞｰ型及び積層型(ｷｰﾙ
型)(膜面積1.5㎡以上)(Ⅴ)

¥1,940

22200BZX00873000 腹水濃縮器 ＡＨＦ－ＵＰ 旭化成クラレメディカル株式会社 054 腹水濾過器､濃縮再静注用濃縮器(回路を含む｡) ¥62,400

22200BZX00880000 ＳＬ スターリング ＰＴＡ 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 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

22200BZX00886000 トライアスロンＴＳ 人工膝関節システム 日本ストライカー株式会社 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

22200BZX00886000 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

22200BZX00886000 058 人工膝関節用材料 (5) ｲﾝｻｰﾄ(Ⅱ) ¥84,300

22200BZX00886000 059 ｵﾌﾟｼｮﾝ部品 (2) 人工膝関節用部品 ¥69,500

22200BZX00887000 オン・ザ・ロード ボブスレー 株式会社カネカ 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

22200BZX00897000 トライアスロンＰＫＲ 人工膝関節システム 日本ストライカー株式会社 058 人工膝関節用材料 (1) 大腿骨側材料 ⑤ 片側置換用材料(Ⅱ) ¥173,000

22200BZX00897000 058 人工膝関節用材料 (2) 脛骨側材料 ④ 片側置換用材料(Ⅱ) ¥134,000

22200BZX00897000 058 人工膝関節用材料 (5) ｲﾝｻｰﾄ(Ⅱ) ¥84,300

22200BZX00898000 トライアスロン 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 (3) 膝蓋骨材料 ③ 膝蓋骨置換用材料(Ⅲ) ¥56,000

22200BZX00898000 058 人工膝関節用材料 (5) ｲﾝｻｰﾄ(Ⅱ) ¥84,300

22200BZX00841000 ウシ心のう膜パッチ エドワーズライフサイエンス株式会社 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 1c㎡当たり\1,760

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12月1日

薬事法承認番号 販売名 保険適用希望者 類似機能区分
暫定価格

(円)
22200BZX00808000 トラベキュラーメタル モジュラー寛骨臼システム ジンマー株式会社 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
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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12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

222ACBZX00037000 バイオパック 株式会社ヨシダ 下顎運動路描記装置

222ACBZX00068000 ディゴラ オプティメⅡ 株式会社モリタ製作所 歯科エックス線撮影デジタル映像化処理装置

222AGBZX00256000 キンキレクスターＳ 株式会社近畿レントゲン工業社 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)
222ACBZX00069000 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\802

22200BZX00860000 アパセラム－Ｇ ＨＯＹＡ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\6,480

22200BZX00860A01 オステオグラフトＳ ＨＯＹＡ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

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12月１日
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