
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5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

220ACBZX00001000 トロフィーパンプラス 株式会社エム・ディ・インスツルメンツ ＣＴ撮影装置

22200BZX00687000 カンガルー Ｊoeyポンプ コヴィディエン ジャパン株式会社 注入ポンプ（Ⅲ）

222ACBZX00035000 Ｏｐｔｉｍａ ＣＴ５８０ シリーズ ＧＥ ヘルスケア・ジャパン株式会社 ＣＴ撮影装置

222ACBZX00083000 東芝スキャナ Ａｑｕｉｌｉｏｎ ＰＲＩＭＥ ＴＳＸ－３０２Ａ 東芝メディカルシステムズ株式会社 ＣＴ撮影装置

22300BZX00157000 ＣＡＲＥＳＣＡＰＥ
ＴＭ

 ベッドサイドモニタ Ｂ６５０ ＧＥ ヘルスケア・ジャパン株式会社 モニタ

22300BZX00180000 マルチカラーレーザ光凝固装置ビズラス ＴＲＩＯＮⅡ 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

223AABZX00014000 超音波診断装置 Ｎｅｍｉｏ ＭＸ ＳＳＡ－５９０Ａ 東芝メディカルシステムズ株式会社 超音波検査装置（Ⅱ）

223AABZX00032000 超音波計測・診断システム ＵＤ－８０００ＡＢ 株式会社トーメーコーポレーション 超音波検査装置（Ⅰ）

223ABBZX00020000 デジタル式乳房用Ｘ線診断装置 ＦＤＲ ＭＳ－２５００ 富士フイルム株式会社 診断用Ｘ線装置

223ABBZX00020000 デジタル撮影装置

223ABBZX00021000 デジタル式乳房用Ｘ線診断装置 ＦＤＲ ＭＳ－２０００ 富士フイルム株式会社 診断用Ｘ線装置

223ABBZX00021000 デジタル撮影装置

223ABBZX00030000 耳鼻咽喉ビデオスコープ ＯＬＹＭＰＵＳ ＥＮＦ－Ｖ３ オリンパスメディカルシステムズ株式会社 内視鏡

223ABBZX00031000 ＥＮＤＯＥＹＥ ＦＬＥＸ 先端湾曲ビデオスコープ ＯＬＹＭＰＵＳ ＬＴＦ－Ｓ
１９０－５

オリンパスメディカルシステムズ株式会社 内視鏡

223ABBZX00033000 胆道ビデオスコープ ＯＬＹＭＰＵＳ ＣＨＦ ＴＹＰＥ Ｙ０００４ オリンパスメディカルシステムズ株式会社 内視鏡

223ABBZX00037000 移動型Ｘ線装置 Ｓｉｒｉｕｓ Ｕｂｉｑｕｉｔａｓ２ 株式会社日立メディコ 診断用Ｘ線装置

223ABBZX00037000 デジタル撮影装置

223ACBZX00010000 Ｉｎｇｅｎｕｉｔｙ ＣＴ シリーズ 株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン ＣＴ撮影装置

223AGBZX00058000 ＥＤＡＮ Ｈ１００Ｂ パルスオキシメータ 紫明半導体株式会社 パルスオキシメータ

223AGBZX00078000 コンフォライフ ＳＬ－３ 株式会社医器研 酸素供給装置（Ⅰ）
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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)
20600BZZ00233000 トップ栄養カテーテル 株式会社トップ 006 在宅寝たきり患者処置用栄養用ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙｶﾃｰﾃﾙ (1) 経鼻用 ① 一般用 ¥175

20600BZZ00233000 006 在宅寝たきり患者処置用栄養用ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙｶﾃｰﾃﾙ (1) 経鼻用 ② 乳幼児用 ｲ 非ＤＥＨＰ型 ¥140

21200BZY00587000 ＡＴＷ ガイドワイヤー ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 012 血管造影用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ (3) 微細血管用 ¥17,600

21200BZZ00352A02 ＣＫＡアウターヘッド 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 ④ 人工骨頭用 ｲ ﾊﾞｲﾎﾟｰﾗｶｯﾌﾟ ¥134,000

21400BZZ00180000 ユニテック ＣＨＳ システム 株式会社日本ユニテック 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

21400BZZ00180000 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

21400BZZ00180000 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

21400BZZ00180000 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 ｲ 圧迫調整固定用･両端ねじ型 ⅰ 大腿骨
頸部用

¥114,000

21400BZZ00180000 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) ¥74,300

21400BZZ00180000 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) ¥109,000

21400BZZ00180000 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) ¥40,100

21400BZZ00180000 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

21400BZZ00180000 062 大腿骨外側固定用内副子 (8) 圧迫固定ｽｸﾘｭｰ(生体用合金Ⅰ) ¥9,180

21400BZZ00180000 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

21500BZZ00616000 ＭＤＭ コンプレッション ヒップ スクリュー システム 株式会社日本エム・ディ・エム 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

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 ② 造影能強化型 ¥36,000

22200BZX00567000 アパセラム－Ｂ２ ＨＯＹＡ株式会社 078 人工骨 (2) 専用型 ⑥ 骨盤用 ｱ 腸骨稜用 ¥75,100

22200BZX00568000 アパセラム－Ｂ５ ＨＯＹＡ株式会社 078 人工骨 (2) 専用型 ⑥ 骨盤用 ｱ 腸骨稜用 ¥75,100

22200BZX00568000 078 人工骨 (2) 専用型 ⑥ 骨盤用 ｲ その他 ¥197,000

22200BZX00936000 アンセム 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 (8) ﾄﾘﾌﾟﾙﾁｬﾝﾊﾞ(Ⅱ型) ¥1,600,000

22200BZX00938000 アンセムＲＦ 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 (8) ﾄﾘﾌﾟﾙﾁｬﾝﾊﾞ(Ⅱ型) ¥1,600,000

22200BZX00957000 トラベキュラーメタルモノブロックＣＲ 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 ¥201,000

222AABZX00103000 ヘモネティクス ウーンドドレナージチューブ ヘモネティクスジャパン合同会社 029 吸引留置ｶﾃｰﾃﾙ (1) 能動吸引型 ④ 創部用 ｲ 硬質型 ¥3,880

222AABZX00202000 フォーリー カテーテル コヴィディエン ジャパン株式会社 039 膀胱留置用ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙｶﾃｰﾃﾙ (1) 2管一般(Ⅰ) ¥241

222AABZX00202000 039 膀胱留置用ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙｶﾃｰﾃﾙ (4) 特定(Ⅰ) ¥772

222AABZX00203000 ヘマチュリア バルーン カテーテル コヴィディエン ジャパン株式会社 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

222AABZX00219000 ジェイフィード栄養カテーテル 株式会社ジェイ・エム・エス 005 在宅寝たきり患者処置用栄養用ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙｶﾃｰﾃﾙ (1) 経鼻用 ① 一般用 ¥175

222AABZX00219000 005 在宅寝たきり患者処置用栄養用ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙｶﾃｰﾃﾙ (1) 経鼻用 ② 乳幼児用 ｲ 非ＤＥＨＰ型 ¥140

222AABZX00219000 026 栄養ｶﾃｰﾃﾙ (1) 経鼻用 ① 一般用 ¥175

222AABZX00219000 026 栄養ｶﾃｰﾃﾙ (1) 経鼻用 ② 乳幼児用 ｲ 非ＤＥＨＰ型 ¥140

22300BZI00005000 Ｓｉｔｕｓ ２ ０ＴＷ 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

22300BZI00005000 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

22300BZX00132000 Ｋ－ＮＯＷ 人工肘関節 （Ｔｉ－Ｍ） ナカシマメディカル株式会社 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

22300BZX00132000 066 人工肘関節用材料 (1) 上腕骨側材料 ¥340,000

22300BZX00132000 066 人工肘関節用材料 (2) 尺骨側材料 ¥294,000

22300BZX00145000 ロッキングＸプレート／２ホールプレート （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

22300BZX00146000 カネカＰＴＡカテーテル ＰＥ－Ｗ１ 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

22300BZX00147000 ＣＯＯＫ Ｚｅｎｉｔｈ ＴＸ２ ＴＡＡ エンドバスキュラーグラフト Ｃｏｏｋ Ｊａｐａｎ株式会社 146 大動脈用ｽﾃﾝﾄｸﾞﾗﾌﾄ (3) 胸部大動脈用ｽﾃﾝﾄｸﾞﾗﾌﾄ(ﾒｲﾝ部分) ¥1,620,000

22300BZX00147000 146 大動脈用ｽﾃﾝﾄｸﾞﾗﾌﾄ (4) 胸部大動脈用ｽﾃﾝﾄｸﾞﾗﾌﾄ(補助部分) ¥286,000

22300BZX00150000 デュオプロ ＵＳＣＩ 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 ｱ 標準型 ¥58,100

22300BZX00150000 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

22300BZX00152000 ＣＢＨ セメントレス ステム 株式会社マティス 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

22300BZX00155000 ｓｔｅｌｌａｒｉｓ セメントレス ステム 株式会社マティス 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

22300BZX00156000 トグルロック システム バイオメット・ジャパン株式会社 077 人工靱帯 (2) 固定器具つき ¥143,000

22300BZX00161000 ＭａｘＦｉｒｅ ＭａｒＸｍｅｎ 半月板縫合デバイス バイオメット・ジャパン株式会社 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

22300BZX00163000 ＣＳ ＥＺ ＳＴＥＥＲ 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 ② 冠状静脈洞型 ¥111,000

22300BZX00176000 ＺＮＮ ティビアネイルシステム ジンマー株式会社 073 髄内釘 (1) 髄内釘 ② 横止め型 ¥191,000

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5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5月1日

22300BZX00176000 ＺＮＮ ティビアネイルシステム ジンマー株式会社 073 髄内釘 (2) 横止めｽｸﾘｭｰ ① 標準型 ¥22,500

22300BZX00177000 ＺＮＮ アンテグレードフェモラルネイルシステム ジンマー株式会社 073 髄内釘 (1) 髄内釘 ② 横止め型 ¥191,000

22300BZX00177000 073 髄内釘 (2) 横止めｽｸﾘｭｰ ① 標準型 ¥22,500

22300BZX00177000 073 髄内釘 (2) 横止めｽｸﾘｭｰ ② 大腿骨頸部型 ¥56,800

22300BZX00178000 Ｓａｐｐｈｉｒｅ２ バルーンカテーテル オーバスネイチ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

22300BZX00179000 セルシウス サーモクール ＳＦ ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 123 経皮的ｶﾃｰﾃﾙ心筋焼灼術用ｶﾃｰﾃﾙ (2) ｲﾘｹﾞｰｼｮﾝ型 ¥184,000

22300BZX00186000 Ｐｅｎｔａ 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 ② 16極以上 ¥357,000

22300BZX00191000 ９１０ＹＵ ＨＩＰ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

22300BZX00197000 ＪｕｇｇｅｒＫｎｏｔ ソフト アンカー システム バイオメット・ジャパン株式会社 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

22300BZX00200000 ＳＪＭエピック生体弁 セント・ジュード・メディカル株式会社 120 生体弁 (1) 異種大動脈弁 ¥820,000

223ABBZX00017000 ＤＩＢ胃瘻カテーテル 株式会社塚田メディカル・リサーチ 037 交換用胃瘻ｶﾃｰﾃﾙ (1) 胃留置型 ② ﾊﾞﾙｰﾝ型 ¥8,440

223ABBZX00018000 エクストラクター ＰＲＯ リトリーバル バルーン ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 136 胆道結石除去用ｶﾃｰﾃﾙｾｯﾄ (2) 経内視鏡ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ ② ﾄﾘﾌﾟﾙﾙｰﾒﾝ ¥47,900

3



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5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

223ACBZX00017000 オーピー３００ 株式会社エム・ディ・インスツルメンツ 歯科パノラマ断層撮影デジタル映像化処理装置

223ACBZX00017000 パノラマ断層撮影装置

223ALBZX00001000 パックスプリモ 株式会社バテック ジャパン 歯科パノラマ断層撮影デジタル映像化処理装置

223ALBZX00001A01 プレビスタプリモ 株式会社バテック ジャパン 歯科パノラマ断層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)
20600BZZ00233000 トップ栄養カテーテル 株式会社トップ 014 栄養ｶﾃｰﾃﾙ (1) 経鼻用 ① 一般用 ¥175

20600BZZ00233000 014 栄養ｶﾃｰﾃﾙ (1) 経鼻用 ② 乳幼児用 ｲ 非ＤＥＨＰ型 ¥140

222AKBZX00108000 ビューティシーラント 株式会社松風 049 歯科充填用材料 Ⅰ 1g\704

223AFBZX00008000 エスディーアール デンツプライ三金株式会社 049 歯科充填用材料 Ⅰ 1g\704

223AKBZX00020000 プレフォームワイヤー 株式会社歯愛メディカル 016 矯正用線(丸型) 1本\380

223AKBZX00020000 017 矯正用線(角型) 1本\261

223AKBZX00021000 ラボワイヤー 株式会社歯愛メディカル 016 矯正用線(丸型) 1本\380

223AKBZX00022000 ストレートワイヤー 株式会社歯愛メディカル 016 矯正用線(丸型) 1本\380

223AKBZX00022000 017 矯正用線(角型) 1本\261

223AKBZX00023000 スムーズワイヤー 株式会社歯愛メディカル 020 超弾性矯正用線(丸型及び角型) 1本\527

223AKBZX00024000 サーモスワイヤー 株式会社歯愛メディカル 020 超弾性矯正用線(丸型及び角型) 1本\527

223AKBZX00025000 センターデンプルワイヤー 株式会社歯愛メディカル 020 超弾性矯正用線(丸型及び角型) 1本\527

223AKBZX00027000 ウルトラシールＸＴプラスＪ ＵＬＴＲＡＤＥＮＴ ＪＡＰＡＮ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23年5月1日
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