
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23年3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

22200BZX00923000 コンステレーション ビジョンシステム 日本アルコン株式会社 超音波白内障手術装置

22200BZX00923000 眼科用光凝固装置

222ABBZX00198000 汎用超音波画像診断装置 Ｖoluson Ｓ８ ＧＥ ヘルスケア・ジャパン株式会社 超音波検査装置（Ⅱ）

222ACBZX00088000 核医学診断用装置 Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ ＮＭ／ＣＴ ６７０ ＧＥ ヘルスケア・ジャパン株式会社 エミッションＣＴ装置

222ACBZX00088000 ＣＴ撮影装置

222AGBZX00095000 スーパーカイネ ＳＫ－１０ＷＤＸ ミナト医科学株式会社 低周波治療器

222AIBZX00035000 デジタルラジオグラフィ ＡｅｒｏＤＲ ＳＹＳＴＥＭ コニカミノルタエムジー株式会社 デジタル撮影装置

22300BZX00016000 アクリロードシステム ＳＰ スター・ジャパン株式会社 挿入器付後房レンズ

22300BZX00031000 ピューリタンベネット ５６０ コヴィディエン ジャパン株式会社 人工呼吸器

22300BZX00031000 在宅人工呼吸器（Ⅰ）

22300BZX00036000 レオコア Ｄ バイオトロニックジャパン株式会社 体外型心臓ペースメーカー

22300BZX00037000 Ｉｎｆｉｎｉｔｙ ＡＣＳ ワークステーション ＣＣ２ ドレーゲル・メディカル ジャパン株式会社 人工呼吸器

22300BZX00038000 レオコア Ｓ バイオトロニックジャパン株式会社 体外型心臓ペースメーカー

22300BZX00040000 ネックスロードシステム ＳＰ 株式会社ニデック 挿入器付後房レンズ

223AABZX00002000 ３Ｄ刺激装置 ＥＳ－５２５ 伊藤超短波株式会社 低周波治療器

223AABZX00008000 多機能心電計 ＥＣＧ－２００Ｓ 三栄メディシス株式会社 心電計（Ⅱ）

223ABBZX00001000 気管支ビデオスコープ ＯＬＹＭＰＵＳ ＢＦ－ Ｙ００３３ オリンパスメディカルシステムズ株式会社 内視鏡

223ABBZX00002000 気管支ビデオスコープ ＯＬＹＭＰＵＳ ＢＦ－ Ｙ００３５ オリンパスメディカルシステムズ株式会社 内視鏡

223ABBZX00003000 気管支ビデオスコープ ＯＬＹＭＰＵＳ ＢＦ－ Ｙ００３４ オリンパスメディカルシステムズ株式会社 内視鏡

223ABBZX00005000 上部消化管汎用ビデオスコープ ＯＬＹＭＰＵＳ ＧＩＦ ＴＹＰＥ Ｙ００３３ オリンパスメディカルシステムズ株式会社 内視鏡

223ABBZX00006000 上部消化管汎用ビデオスコープ ＯＬＹＭＰＵＳ ＧＩＦ ＴＹＰＥ Ｙ００３４ オリンパスメディカルシステムズ株式会社 内視鏡

223ABBZX00015000 超音波踵骨測定装置 Ａ－１０００ ＥＸＰ Ⅱ ＧＥ ヘルスケア・ジャパン株式会社 超音波骨密度測定装置

223ACBZX00004000 ステレオダイネーター 株式会社サンメディカル 低周波治療器

223ACBZX00004000 超音波治療器
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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)
21200BZZ00569000 整形外科キット 株式会社ホギメディカル 029 吸引留置ｶﾃｰﾃﾙ (2) 受動吸引型 ① ﾌｨﾙﾑ･ﾁｭｰﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ ｱ ﾌｨﾙﾑ型 ¥263

21200BZZ00569000 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

21200BZZ00569000 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

22000BZX00271000 ターゴンＰＦネイルシステム （滅菌） ビー・ブラウンエースクラップ株式会社 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

22000BZX01650000 フロースター 株式会社ジェイ・エム・エス 040 人工腎臓用特定保険医療材料(回路を含む｡) (4) 持続緩徐式血液濾過器 ¥25,800

22200BZX00795000 レボリューション２ ボルケーノ・ジャパン株式会社 007 血管内超音波ﾌﾟﾛｰﾌﾞ (2) 標準(Ⅱ) ¥128,000

22200BZX00815000 アパセラム－Ｕ１ ＨＯＹＡ株式会社 078 人工骨 (2) 専用型 ⑥ 骨盤用 ｲ その他 ¥197,000

22200BZX00815000 078 人工骨 (2) 専用型 ⑦ 肋骨･胸骨･四肢骨用 ¥31,100

22200BZX00816000 アパセラム－Ｕ４ 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

22200BZX00816000 078 人工骨 (2) 専用型 ⑥ 骨盤用 ｲ その他 ¥197,000

22200BZX00816000 078 人工骨 (2) 専用型 ⑦ 肋骨･胸骨･四肢骨用 ¥31,100

22200BZX00817000 アパセラム－Ｕ５ ＨＯＹＡ株式会社 078 人工骨 (2) 専用型 ⑥ 骨盤用 ｲ その他 ¥197,000

22200BZX00817000 078 人工骨 (2) 専用型 ⑦ 肋骨･胸骨･四肢骨用 ¥31,100

22200BZX00824A01 ニュアンスＳ ＳＲ ＲＦ セント・ジュード・メディカル株式会社 112 ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ (1) ｼﾝｸﾞﾙﾁｬﾝﾊﾞ ¥859,000

22200BZX00833A01 ニュアンスＳ ＳＲ セント・ジュード・メディカル株式会社 112 ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ (1) ｼﾝｸﾞﾙﾁｬﾝﾊﾞ ¥859,000

22200BZX00935A01 ニュアンスＳ ＤＲ セント・ジュード・メディカル株式会社 112 ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ (6) ﾃﾞｭｱﾙﾁｬﾝﾊﾞ(Ⅳ型) ¥1,160,000

22200BZX00937000 アクセント ＲＦ ＤＲ ＡＣＣ セント・ジュード・メディカル株式会社 112 ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ (6) ﾃﾞｭｱﾙﾁｬﾝﾊﾞ(Ⅳ型) ¥1,160,000

22200BZX00937A01 ニュアンスＳ ＤＲ ＲＦ セント・ジュード・メディカル株式会社 112 ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ (6) ﾃﾞｭｱﾙﾁｬﾝﾊﾞ(Ⅳ型) ¥1,160,000

22200BZX00953000 ｂａｌａｎＳｙｓ トータルニーシステム ＲＰ コンポーネント 株式会社マティス 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

22200BZX00953000 058 人工膝関節用材料 (4) ｲﾝｻｰﾄ(Ⅰ) ¥67,400

22200BZX00956000 ｂａｌａｎＳｙｓ ＵＣ インサート 株式会社マティス 058 人工膝関節用材料 (4) ｲﾝｻｰﾄ(Ⅰ) ¥67,400

22200BZX00960000 アナリスト アクセル ＲＦ ＶＲ セント・ジュード・メディカル株式会社 117 埋込型除細動器 (2) 埋込型除細動器(Ⅲ型) ¥3,100,000

22200BZX00961000 アナリスト アクセル ＲＦ ＤＲ セント・ジュード・メディカル株式会社 117 埋込型除細動器 (3) 埋込型除細動器(Ⅳ型) ¥3,210,000

22200BZX00962000 プロモート アクセル ＲＦ セント・ジュード・メディカル株式会社 144 両室ﾍﾟｰｼﾝｸﾞ機能付き埋込型除細動器 ¥4,190,000

22300BZX00001000 バイオヘッシブ アルケア株式会社 101 皮膚欠損用創傷被覆材 (2) 皮下組織に至る創傷用 ① 標準型 1㎠当たり\13

22300BZX00011000 ＫＡＰＳＳ トップローディングモノアクシャルスクリュー 株式会社ロバート・リード商会 064 脊椎固定用材料 (5) 脊椎ｽｸﾘｭｰ(固定型) ¥82,200

22300BZX00019000 ロッキング カルカニールプレート （滅菌） シンセス株式会社 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

22300BZX00020000 ＢＨＲ リサーフェシング 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 072 人工骨頭帽 ¥236,000

22300BZX00021000 ＢＨＲ モジュラー ヘッド 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 (1) 骨盤側材料 ① 臼蓋形成用ｶｯﾌﾟ(Ⅰ) ｱ 標準型 ¥165,000

22300BZX00021000 057 人工股関節用材料 (1) 骨盤側材料 ④ ﾗｲﾅｰ(Ⅰ) ¥62,100

22300BZX00021000 057 人工股関節用材料 (2) 大腿骨側材料 ③ 大腿骨ｽﾃﾑﾍｯﾄﾞ ｱ 大腿骨ｽﾃﾑﾍｯﾄﾞ(Ⅰ) ¥111,000

22300BZX00021000 059 ｵﾌﾟｼｮﾝ部品 (3) 人工関節固定強化部品 ¥15,400

22300BZX00022000 ターゴンＦＮ ビー・ブラウンエースクラップ株式会社 062 大腿骨外側固定用内副子 (1) つばなしﾌﾟﾚｰﾄ(生体用合金Ⅰ) ¥79,600

22300BZX00022000 062 大腿骨外側固定用内副子 (7) ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾗｸﾞｽｸﾘｭｰ(生体用合金Ⅰ) ¥87,200

22300BZX00025000 ＢＨＲ モジュラー スリーブ 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 ③ 大腿骨ｽﾃﾑﾍｯﾄﾞ ｱ 大腿骨ｽﾃﾑﾍｯﾄﾞ(Ⅰ) の一部 ※

22300BZX00028000 ＣＳＦリザーバシステム 日本メドトロニック株式会社 108 頭･静脈､腹腔ｼｬﾝﾄﾊﾞﾙﾌﾞ (1) 標準型 ① 標準機能 ｱ 近位ｶﾃｰﾃﾙ ⅰ 標準型 ¥23,400

22300BZX00028000 108 頭･静脈､腹腔ｼｬﾝﾄﾊﾞﾙﾌﾞ (1) 標準型 ① 標準機能 ｲ ﾘｻﾞｰﾊﾞｰ ¥21,600

22300BZX00028000 108 頭･静脈､腹腔ｼｬﾝﾄﾊﾞﾙﾌﾞ (1) 標準型 ① 標準機能 ｵ ｺﾈｸﾀ ⅰ ｽﾄﾚｰﾄ ¥7,900

22300BZX00032000 カネカ ＰＴＡ カテーテル ＰＥ－Ｗ２ 株式会社カネカ 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

22300BZX00033000 シンクラＣＲＴ－Ｐ 日本メドトロニック株式会社 112 ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ (7) ﾄﾘﾌﾟﾙﾁｬﾝﾊﾞ ¥1,540,000

22300BZX00034000 ガイドワイヤＰＬＣ 日本ライフライン株式会社 012 血管造影用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ (3) 微細血管用 ¥17,600

22300BZX00043000 ＳＬ－ＰＬＵＳ 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(Ⅰ) ¥557,000

22300BZX00044000 ＳＬ－ＰＬＵＳ ＭＩＡ 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(Ⅰ) ¥557,000

22300BZX00045000 コンプリヘンシブ ショルダー フラクチャー システム バイオメット・ジャパン株式会社 065 人工肩関節用材料 (1) 肩甲骨側材料 ¥140,000

22300BZX00045000 065 人工肩関節用材料 (2) 上腕骨側材料 ¥624,000

22300BZX00047000 ＣＳガイディングカテーテル 日本ライフライン株式会社 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

22300BZX00048000 メラ遠心ポンプ 泉工医科工業株式会社 125 遠心式体外循環用血液ﾎﾟﾝﾌﾟ (1) 一般型 ② 抗血栓性なし ¥58,800

22300BZX00049000 メラエクセライン回路Ｎ２ 泉工医科工業株式会社 127 人工心肺回路 (3) 心筋保護回路 ¥23,600

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23年3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23年3月1日

22300BZX00049000 メラエクセライン回路Ｎ２ 泉工医科工業株式会社 127 人工心肺回路 (6) 個別機能品 ④ 心筋保護用貯液槽 ¥12,300

22300BZX00049000 127 人工心肺回路 (6) 個別機能品 ⑦ 血液学的ﾊﾟﾗﾒｰﾀｰ測定用ｾﾙ ¥19,700

22300BZX00049000 127 人工心肺回路 (6) 個別機能品 ⑧ 熱交換器 ¥18,100

22300BZX00049000 127 人工心肺回路 (6) 個別機能品 ⑨ 安全弁 ¥5,960

22300BZX00051000 バリアックスハンドシステム 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

22300BZX00051000 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

22300BZX00051000 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

22300BZX00051000 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

22300BZX00052000 メピレックス ライト メンリッケヘルスケア株式会社 101 皮膚欠損用創傷被覆材 (1) 真皮に至る創傷用 1㎠当たり\8

22300BZX00055000 イーグルアイプラチナム ボルケーノ・ジャパン株式会社 007 血管内超音波ﾌﾟﾛｰﾌﾞ (2) 標準(Ⅱ) ¥128,000

22300BZX00057000 ＡＯ Ｍａｔｒｉｘ Ｍｉｄｆａｃｅ メッシュプレート システム シンセス株式会社 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 ｱ 指骨､頭蓋骨､顔面骨､上下顎骨用 ⅱ ﾒｯｼｭ
型

¥94,400

22300BZX00058000 Ｔ－ＳＰＡＣＥ 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

22300BZX00059000 シグマ Ｆｉｘｅｄ Ｂｅａｒｉｎｇ システム ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 058 人工膝関節用材料 (4) ｲﾝｻｰﾄ(Ⅰ) ¥67,400

22300BZX00061000 シグマ Ｆｉｘｅｄ Ｂｅａｒｉｎｇ システム （ＰＳ） ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 058 人工膝関節用材料 (4) ｲﾝｻｰﾄ(Ⅰ) ¥67,400

22300BZX00069000 Ｓｉｇｍａ ＣＲ１５０人工膝関節システム ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 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

22300BZX00072000 アトランティスペリフェラル超音波イメージングカテーテル ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 007 血管内超音波ﾌﾟﾛｰﾌﾞ (2) 標準(Ⅱ) ¥128,000

22300BZX00075000 スクリューバイン 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

22300BZX00075000 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

22300BZX00077000 ＣＯＲＮＥＲＳＴＯＮＥ ＰＥＥＫ ＣＡＧＥ システム 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

22200BZX00824000 アクセント ＲＦ ＳＲ セント・ジュード・メディカル株式会社 112 ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ (1) ｼﾝｸﾞﾙﾁｬﾝﾊﾞ ¥859,000

22200BZX00825000 アクセント ＲＦ ＤＲ セント・ジュード・メディカル株式会社 112 ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ (6) ﾃﾞｭｱﾙﾁｬﾝﾊﾞ(Ⅳ型) ¥1,160,000

22200BZX00847000 ファスティンＲＣアンカー オーソコード 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) (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

22200BZX00858000 ＢＩＯＣＥＲＡＭ ＡＺ２０９ヘッド 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 ③ 大腿骨ｽﾃﾑﾍｯﾄﾞ ｲ 大腿骨ｽﾃﾑﾍｯﾄﾞ(Ⅱ) ¥125,000

22200BZX00895000 トラベキュラーメタル モノブロック ジンマー株式会社 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

※　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。

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23年3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)
22200BZX00822000 アンセム ＲＦ セント・ジュード・メディカル株式会社 112 ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ (7) ﾄﾘﾌﾟﾙﾁｬﾝﾊﾞ ¥1,540,000

22200BZX00823000 アンセム セント・ジュード・メディカル株式会社 112 ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ (7) ﾄﾘﾌﾟﾙﾁｬﾝﾊﾞ ¥1,540,000

22200BZX00893000 トラベキュラーメタル プライマリー ヒップ プロステーシス ジンマー株式会社 057 人工股関節用材料 (2) 大腿骨側材料 ① 大腿骨ｽﾃﾑ(Ⅰ) ¥557,000

22200BZX00895000 トラベキュラーメタル モノブロック ジンマー株式会社 058 人工膝関節用材料 (2) 脛骨側材料 ① 全置換用材料(Ⅰ) 及び 058 人工膝関節用材料 (4) イン
サート(Ⅰ)

¥259,400

22200BZY00003000 バイオグルー外科用接着剤 センチュリーメディカル株式会社 106 微線維性ｺﾗｰｹﾞﾝ 1ｇ当たり\12,700

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23年3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)
22200BZX00939000 植込み型補助人工心臓 ＥＶＡＨＥＡＲＴ 株式会社サンメディカル技術研究所 129 補助人工心臓ｾｯﾄ (2) 埋込型 ¥13,900,000

22200BZX00940000 ＤｕｒａＨｅａｒｔ 左心補助人工心臓システム テルモ株式会社 129 補助人工心臓ｾｯﾄ (2) 埋込型 ¥13,900,000
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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23年3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

22200BZI00027000 ＸＩＯＳ Ｐｌｕｓ センサー ＵＳＢ モジュール シロナデンタルシステムズ株式会社 歯科エックス線撮影デジタル映像化処理装置

22300BZI00002000 ＸＩＯＳ Ｐｌｕｓ センサー ウォールモジュール シロナデンタルシステムズ株式会社 歯科エックス線撮影デジタル映像化処理装置

223AGBZX00032000 ＰａｎｏＡＣＴ－ＡＲＴ Ｐｌｕｓ シリーズ 株式会社アクシオン・ジャパン パノラマ断層撮影装置

223AGBZX00032000 デンタルＸ線撮影装置

223AGBZX00032A01 ピカソ α シリーズ （Ｐｉｃａｓｓｏ α Ｓｅｒｉｅｓ） 株式会社アクシオン・ジャパン パノラマ断層撮影装置

223AGBZX00032A01 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)
20400BZY00760000 オールボンド オペーカー／Ｃ＆Ｂ 株式会社エイコー 046 歯科用合着･接着材料Ⅰ(粉末･液) 1g\441

219AKBZX00097A01 レジン歯 ＣＡＭＥＬＵ 株式会社ビーエスエーサクライ 032 ﾚｼﾞﾝ歯 臼歯用(ＪＩＳ適合品) 8本1組\269

219AKBZX00097A02 クリスタル 株式会社ビーエスエーサクライ 032 ﾚｼﾞﾝ歯 臼歯用(ＪＩＳ適合品) 8本1組\269

221ACBZX00002000 スーパーキャスト Ｃｏ ハイデンタル・ジャパン株式会社 020 歯科鋳造用ｺﾊﾞﾙﾄｸﾛﾑ合金 鉤･ﾊﾞｰ用 1g\27

221ACBZX00002000 025 歯科鋳造用ｺﾊﾞﾙﾄｸﾛﾑ合金 床用 1g\28

221ACBZX00003000 キャストロイ－Ｃ ハイデンタル・ジャパン株式会社 020 歯科鋳造用ｺﾊﾞﾙﾄｸﾛﾑ合金 鉤･ﾊﾞｰ用 1g\27

221ACBZX00003000 025 歯科鋳造用ｺﾊﾞﾙﾄｸﾛﾑ合金 床用 1g\28

221ACBZX00004000 ドリームキャスト ハイデンタル・ジャパン株式会社 020 歯科鋳造用ｺﾊﾞﾙﾄｸﾛﾑ合金 鉤･ﾊﾞｰ用 1g\27

221ACBZX00004000 025 歯科鋳造用ｺﾊﾞﾙﾄｸﾛﾑ合金 床用 1g\28

222AGBZX00253000 エンブレイス シーラント 白水貿易株式会社 049 歯科充填用材料 Ⅰ 1g\704

222AGBZX00254000 クリアベニア 白水貿易株式会社 046 歯科用合着･接着材料Ⅰ(粉末･液) 1g\441

222AGBZX00278000 エンブレイス レジンセメント 白水貿易株式会社 046 歯科用合着･接着材料Ⅰ(粉末･液) 1g\441

222AKBZX00078000 エイベックス ＢＸ バッカルチューブ ＵＬＴＲＡＤＥＮＴ ＪＡＰＡＮ株式会社 005 ﾁｭｰﾌﾞ 1個\422

222AKBZX00079000 エイベックス ＭＸ メタルブラケット ＵＬＴＲＡＤＥＮＴ ＪＡＰＡＮ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

222AKBZX00080000 エイベックス ＣＸ セラミックブラケット ＵＬＴＲＡＤＥＮＴ ＪＡＰＡＮ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

222AKBZX00146000 ビアワイヤー ステンレススチール ＵＬＴＲＡＤＥＮＴ ＪＡＰＡＮ株式会社 016 矯正用線(丸型) 1本\380

222AKBZX00146000 017 矯正用線(角型) 1本\261

222AKBZX00111000 イージーモーラ 株式会社ビーエスエーサクライ 032 ﾚｼﾞﾝ歯 臼歯用(ＪＩＳ適合品) 8本1組\269

222AKBZX00144000 ビアワイヤー ベータⅢ ＵＬＴＲＡＤＥＮＴ ＪＡＰＡＮ株式会社 019 矯正用線(特殊角型) 1本\432

222AKBZX00147000 ビアワイヤー Ｎｉ－Ｔｉ ＵＬＴＲＡＤＥＮＴ ＪＡＰＡＮ株式会社 020 超弾性矯正用線(丸型及び角型) 1本\527

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23年3月1日
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１．医科 （別紙）
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23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

222AABZX00066000 経皮血液ガスシステム ＴＣＭ４シリーズ ラジオメーター株式会社 モニタ

22300BZX00087000 イリジウム１９２線源 株式会社千代田テクノル 組織内照射線源

22300BZX00116000 セントラルモニタ ＣＮＳ－６２０１ 日本光電工業株式会社 モニタ

22300BZX00129000 カフティーポンプＳ テルモ株式会社 注入ポンプ（Ⅲ）

223AABZX00009000 カラー超音波診断装置 ＳＯＮＩＭＡＧＥ６１３ コニカミノルタエムジー株式会社 超音波検査装置（Ⅱ）

223AABZX00021000 電子内視鏡 ＥＩ－５３０Ｂ 富士フイルム株式会社 内視鏡

223AABZX00022000 電子内視鏡 ＥＲ－５３０Ｔ 富士フイルム株式会社 内視鏡

223AABZX00023000 ＯＳＴＥＯ ｐｒｏ スマート 伊藤超短波株式会社 超音波骨密度測定装置

223ABBZX00007000 大腸ビデオスコープ ＯＬＹＭＰＵＳ ＣＦ ＴＹＰＥ Ｙ００３２－Ｉ オリンパスメディカルシステムズ株式会社 内視鏡

223ABBZX00025000 小腸ビデオスコープ ＯＬＹＭＰＵＳ ＳＩＦ ＴＹＰＥ Ｙ０００４ オリンパスメディカルシステムズ株式会社 内視鏡

223ACBZX00001000 ボルクス 株式会社ジャコアンドワールド ＣＴ撮影装置

223ACBZX00003000 オプティマ ＭＲ４３０ｓ １．５Ｔ ＧＥ ヘルスケア・ジャパン株式会社 ＭＲＩ装置

223ACBZX00012000 フィリップス １．５Ｔ 超電導磁気共鳴イメージング装置 株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン ＭＲＩ装置

223ACBZX00013000 フィリップス３．０Ｔ 超電導磁気共鳴イメージング装置 株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン ＭＲＩ装置

223ADBZX00012000 フォルダライト®
Ⅲ ロイヤル・メッド株式会社 光線治療器（Ⅱ）

223ADBZX00018000 エアウォークライト ＡＷ－Ｌ フクダ電子株式会社 酸素供給装置（Ⅰ）

223ADBZX00018000 酸素供給調節器

223ADBZX00025000 超音波画像診断装置 ＵＦ－７６０ＡＧ フクダ電子株式会社 超音波検査装置（Ⅱ）

223AGBZX00002000 ユビックスＰｕｍｏＲｉ ユビックス株式会社 パルスオキシメータ

223AGBZX00016000 デジタルラジオグラフィ ＣＸＤＩ－４０１Ｇ キヤノン株式会社 デジタル撮影装置

223AGBZX00017000 デジタルラジオグラフィ ＣＸＤＩ－４０１Ｃ キヤノン株式会社 デジタル撮影装置

223AGBZX00018000 デジタルラジオグラフィ ＣＸＤＩ－４０１Ｇ ＣＯＭＰＡＣＴ キヤノン株式会社 デジタル撮影装置

223AGBZX00019000 デジタルラジオグラフィ ＣＸＤＩ－４０１Ｃ ＣＯＭＰＡＣＴ キヤノン株式会社 デジタル撮影装置

223AGBZX00029000 テルモパルスオキシメータＡ ファインパルス 日本精密測器株式会社 パルスオキシメータ

223AGBZX00030000 テルモパルスオキシメータＡ ファインパルスＳＰ 日本精密測器株式会社 パルスオキシメータ

223AIBZX00003000 デジタルラジオグラフィー装置 ＲＥＡＬ－Ｘ アールテック株式会社 デジタル撮影装置

223AIBZX00004000 ダイレクトディジタイザー ＲＥＧＩＵＳ ＳＩＧＭＡ コニカミノルタエムジー株式会社 デジタル撮影装置
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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)
21200BZZ00404A01 ウロテラルステントⅡ 株式会社グッドテック 035 尿管ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ (1) 一般型 ① 標準型 ¥21,900

21200BZZ00404A01 035 尿管ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ (1) 一般型 ② 異物付着防止型 ¥27,500

21200BZZ00404A01 035 尿管ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ (2) 外瘻用 ① 腎盂留置型 ｱ 標準型 ¥8,770

21200BZZ00554000 一般外科キット 株式会社ホギメディカル 029 吸引留置ｶﾃｰﾃﾙ (2) 受動吸引型 ① ﾌｨﾙﾑ･ﾁｭｰﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ ｱ ﾌｨﾙﾑ型 ¥263

21200BZZ00554000 029 吸引留置ｶﾃｰﾃﾙ (2) 受動吸引型 ① ﾌｨﾙﾑ･ﾁｭｰﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ ｲ ﾁｭｰﾌﾞ型 ¥923

21900BZX00815A01 レプリケア ライト ビー・ブラウンエースクラップ株式会社 101 皮膚欠損用創傷被覆材 (1) 真皮に至る創傷用 1㎠当たり\8

22100BZX00365A01 リニアフューザーＤＩＢ （Ｃ） 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

22100BZX00365A01 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

22100BZX00365A01 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

22100BZX00878000 ＨＡＮＡＲＯＳＴＥＮＴ胆管用ベア エム・シー・メディカル株式会社 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

22100BZX00879000 ＨＡＮＡＲＯＳＴＥＮＴ胆管用カバー エム・シー・メディカル株式会社 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 ｱ ｶﾊﾞｰあり ¥239,000

22200BZX00817000 アパセラム－Ｕ５ 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

22300BZX00049000 メラエクセライン回路Ｎ２ 泉工医科工業株式会社 125 遠心式体外循環用血液ﾎﾟﾝﾌﾟ (2) 長期使用型 ¥87,500

22300BZX00062000 ＰＥＰＡダイアライザーＦＤＺ 日機装株式会社 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 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

22300BZX00062000 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

22300BZX00062000 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

22300BZX00062000 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

22300BZX00063000 エネルゲン ＩＣＤ ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 117 埋込型除細動器 (2) 埋込型除細動器(Ⅲ型) ¥3,100,000

22300BZX00063000 117 埋込型除細動器 (3) 埋込型除細動器(Ⅳ型) ¥3,210,000

22300BZX00064000 エネルゲン ＣＲＴ－Ｄ ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 144 両室ﾍﾟｰｼﾝｸﾞ機能付き埋込型除細動器 ¥4,190,000

22300BZX00076000 ＰＥＥＫ ＰＲＥＶＡＩＬ ＣＡＧＥ システム 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

22300BZX00079000 滅菌済ＭＩＬＥＳＴＯＮＥ 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

22300BZX00091000 ｅ－Ｍｏｔｉｏｎ トータルニーシステム ＰＳ セメント ビー・ブラウンエースクラップ株式会社 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

22300BZX00091000 058 人工膝関節用材料 (4) ｲﾝｻｰﾄ(Ⅰ) ¥67,400

22300BZX00091000 059 ｵﾌﾟｼｮﾝ部品 (2) 人工膝関節用部品 ¥69,500

22300BZX00093000 トライアスロン ＣＳ Ｘ３ 脛骨インサート 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

22300BZX00096000 ハイトルク プログレス ガイドワイヤー アボット バスキュラー ジャパン株式会社 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

22300BZX00098000 ＣＯＯＫ バスキュラーステント Ｃｏｏｋ Ｊａｐａｎ株式会社 133 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ (2) 末梢血管用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ ¥223,000

22300BZX00100000 ＥＰシリーズ ハナコメディカル株式会社 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 ① 標準型 ¥81,900

22300BZX00100000 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 ② 冠状静脈洞型 ¥111,000

22300BZX00100000 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

22300BZX00101000 ＧＬＡＤＩＡＴＯＲ ２６ バイポーラカップ ライト・メディカル・ジャパン株式会社 057 人工股関節用材料 (2) 大腿骨側材料 ④ 人工骨頭用 ｲ ﾊﾞｲﾎﾟｰﾗｶｯﾌﾟ ¥134,000

22300BZX00115000 オートＩＤカテーテル ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 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

22300BZX00122000 パリテックス コンポジット メッシュ コヴィディエン ジャパン株式会社 099 組織代用人工繊維布 (2) ﾍﾙﾆｱ修復･胸壁補強用 ③ 腹膜欠損用 1㎠当たり\394

22300BZX00128000 プライムワイヤ プレステージ ボルケーノ・ジャパン株式会社 014 冠動脈造影用ｾﾝｻｰ付ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ (2) 圧ｾﾝｻｰ型 ¥171,000

22300BZX00131000 ＫＹＯＣＥＲＡ ＰｅｒＦｉｘ ＨＡ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 ① 大腿骨ｽﾃﾑ(Ⅰ) ア 標準型 ¥557,000

22300BZX00134000 Ｓｅｑｕｏｉａ ペディクルスクリューシステム ジンマー株式会社 064 脊椎固定用材料 (1) 脊椎ﾛｯﾄﾞ ¥49,900

22300BZX00134000 064 脊椎固定用材料 (6) 脊椎ｽｸﾘｭｰ(可動型) ¥112,000

22300BZX00134000 064 脊椎固定用材料 (8) ﾄﾗﾝｽﾊﾞｰｽ固定器 ¥71,300

22300BZX00141000 ノボリ テルモ株式会社 130 心臓手術用ｶﾃｰﾃﾙ (3) 冠動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ ③ 再狭窄抑制型 ¥345,000

223AABZX00030000 イントロカン セーフティ ビー・ブラウンエースクラップ株式会社 020 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｶﾆｭｰﾚ型静脈内留置針 (2) 針刺し事故防止機構付加型 ¥108

22200BZX00920000 ナビスター ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 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 ⑤ ｱﾌﾞﾚｰｼｮﾝ機能付き ¥420,000

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23年4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23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)
22200BZX00668000 バード アジェント Ｉ．Ｃ． 株式会社メディコン 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 ｲ 特殊処理型 ¥2,640

22200BZX00814000 アパセラム－ＦＸ ＨＯＹＡ株式会社 078 人工骨 (2) 専用型 ⑨ ｽｸﾘｭｰ併用用 1mL当たり\16,000

22200BZX00815000 アパセラム－Ｕ１ ＨＯＹＡ株式会社 078 人工骨 (2) 専用型 ⑧ 椎体骨創部閉鎖用 1mL当たり\16,000

22200BZX00822000 アンセム ＲＦ セント・ジュード・メディカル株式会社 112 ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ (8) ﾄﾘﾌﾟﾙﾁｬﾝﾊﾞ(Ⅱ型) ¥1,600,000

22200BZX00823000 アンセム セント・ジュード・メディカル株式会社 112 ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ (8) ﾄﾘﾌﾟﾙﾁｬﾝﾊﾞ(Ⅱ型) ¥1,600,000

22200BZX00888000 カーペンターエドワーズ牛心のう膜僧帽弁プラス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) ¥970,000

22200BZX00893000 トラベキュラーメタル プライマリー ヒップ プロステーシス ジンマー株式会社 057 人工股関節用材料 (2) 大腿骨側材料 ① 大腿骨ｽﾃﾑ(Ⅰ) ｲ 特殊型 ¥613,000

22200BZX00895000 トラベキュラーメタル モノブロック ジンマー株式会社 058 人工膝関節用材料 (2) 脛骨側材料 ① 全置換用材料(Ⅰ) ｲ 特殊型 及び 058 人工膝関節用材料
(4) インサート(Ⅰ)

¥268,400

22200BZY00003000 バイオグルー外科用接着剤 センチュリーメディカル株式会社 166 外科用接着用材料 1ｇ当たり\13,300

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23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)
22200BZX00821000 ＰＴＥＧキット 秋田住友ベーク株式会社 167 交換用経皮経食道胃管ｶﾃｰﾃﾙ ¥16,500

22200BZX00939000 植込み型補助人工心臓 ＥＶＡＨＥＡＲＴ 株式会社サンメディカル技術研究所 129 補助人工心臓ｾｯﾄ (3) 植込型(非拍動流型) ② 水循環型 ¥18,100,000

22200BZX00939000 129 補助人工心臓ｾｯﾄ (4) 水循環回路ｾｯﾄ ¥1,050,000

22200BZX00940000 ＤｕｒａＨｅａｒｔ 左心補助人工心臓システム テルモ株式会社 129 補助人工心臓ｾｯﾄ (3) 植込型(非拍動流型) ① 磁気浮上型 ¥18,100,000

薬事法承認番号 販売名 保険適用希望者

22200BZX00821000 ＰＴＥＧキット 秋田住友ベーク株式会社
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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23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

222AFBZX00130000 モーションビジトレーナー Ｖ－１ 株式会社フジタ医科器械 下顎運動路描記装置

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)
21500BZY00463000 ベータ チタニウム ワイヤー 株式会社バイオデント 018 矯正用線(特殊丸型) 1本\370

21500BZY00463000 019 矯正用線(特殊角型) 1本\432

222AFBZX00153000 クリオデュール 睦化学工業株式会社 035 硬質ﾚｼﾞﾝ歯 前歯用 6本1組\593

222AFBZX00153000 036 硬質ﾚｼﾞﾝ歯 臼歯用 8本1組\773

223ACBZX00011000 ステンレスバー ハイデンタル・ジャパン株式会社 024 歯科用ｽﾃﾝﾚｽ鋼線 ﾊﾞｰ用(ＪＩＳ適合品) 1㎝\10

223ACBZX00011000 027 歯科用ｽﾃﾝﾚｽ鋼線 ﾊﾞｰ用(ＪＩＳ適合品) 1㎝\10

223ACBZX00011A01 ＣＮ-ステンレスバー線 ハイデンタル・ジャパン株式会社 024 歯科用ｽﾃﾝﾚｽ鋼線 ﾊﾞｰ用(ＪＩＳ適合品) 1㎝\10

223ACBZX00011A01 027 歯科用ｽﾃﾝﾚｽ鋼線 ﾊﾞｰ用(ＪＩＳ適合品) 1㎝\10

223AKBZX00006000 リライエックス ユニセム ２ オートミックス スリーエム ヘルスケア株式会社 046 歯科用合着・接着材料Ⅰ(粉末・液) 1g\441

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23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)
22200BZX00668000 バード アジェント Ｉ．Ｃ． 株式会社メディコン 015 気管内ﾁｭｰﾌﾞ (1) ｶﾌあり ② ｶﾌ上部吸引機能なし ｲ 特殊処理型 ¥2,640

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23年4月1日
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