
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24年1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

21900BZX00854000 画像診断ワークステーション ＲＥＧＩＵＳ Ｕｎｉｔｅａ コニカミノルタエムジー株式会社 Ｘ線骨密度測定装置（Ⅰ）

222AGBZX00160000 ペンタックス ビデオ十二指腸スコープ ＥＤ３４－ｉ１
０Ｔ

ＨＯＹＡ株式会社 内視鏡

222AGBZX00239000 ペンタックス ビデオ上部消化管スコープ ＥＧ２７－
ｉ１０

ＨＯＹＡ株式会社 内視鏡

222AGBZX00244000 ペンタックス ビデオ大腸スコープ ＥＣ３４－ｉ１０シ
リーズ

ＨＯＹＡ株式会社 内視鏡

22300BZX00415000 エタニティー ナチュラル ユニ 参天製薬株式会社 後房レンズ

223AABZX00141000 ノンコンタクトタイプトノメーター ＣＴ－１ 株式会社トプコン 眼圧計

223ABBZX00142000 大腸ビデオスコープ ＯＬＹＭＰＵＳ ＣＦ ＴＹＰＥ Ｙ００
３９

オリンパスメディカルシステムズ株式会社 内視鏡

223ABBZX00147000 大腸ビデオスコープ ＯＬＹＭＰＵＳ ＣＦ ＴＹＰＥ Ｙ００
３８

オリンパスメディカルシステムズ株式会社 内視鏡

223ABBZX00150000 大腸ビデオスコープ ＯＬＹＭＰＵＳ ＰＣＦ ＴＹＰＥ Ｙ０
０３７

オリンパスメディカルシステムズ株式会社 内視鏡

223ABBZX00152000 ＥＮＤＯＥＹＥ 硬性ビデオスコープ オリンパスメディカルシステムズ株式会社 内視鏡

223ADBZX00115000 ダイナスコープ８０００シリーズＤＳＬ－８００１シス
テム

フクダ電子株式会社 モニタ

223ADBZX00122000 携帯用睡眠時無呼吸検査装置 ＳＡＳ－３２００ 日本光電工業株式会社 終夜睡眠診断装置（Ⅰ）

223ADBZX00122000 ホルタ心電計

223ADBZX00126000 心電計 ＥＣＧ－２５００シリーズ 日本光電工業株式会社 心電計（Ⅱ）

223AGBZX00061000 ペンタックス ビデオ気管支スコープ ＥＢ－１５７２Ｋ ＨＯＹＡ株式会社 内視鏡

223AGBZX00062000 ペンタックス ビデオ気管支スコープ ＥＢ－１９７２Ｋ ＨＯＹＡ株式会社 内視鏡

223AGBZX00121A01 ジーシーＲ ７６００Ｄ ケアストリームヘルス株式会社 デジタル撮影装置

223AGBZX00201000 キーラー アプラネーショントノメータ ＫＡＴ 株式会社キーラー・アンド・ワイナー 眼圧計

223AHBZX00012000 ＭＣＧ 長時間心電計 東レ・メディカル株式会社 ホルタ心電計

223AIBZX00021000 ハイデルベルグレチナトモグラフ ＨＲＴ２Ｒ ジャパンフォーカス株式会社 角膜内皮細胞検査装置

223AIBZX00021000 眼底三次元画像解析装置

223ALBZX00016A02 オキシボーイ Ｓ－１０７ ＯＸｉＭ株式会社 パルスオキシメータ

223ALBZX00040000 フィンガーチップ パルスオキシメーター Ｃ２５ フィンガルリンク株式会社 パルスオキシメータ

製品（販売）名・製品コードに追加・変更があったものの保険適用 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24年1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

220ADBZX00044000 ＳＮ関節鏡／ＥＮＴスコープ スミス・アンド・ネフュー エンドスコピー株
式会社

内視鏡
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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24年1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)
20300BZZ01289000 Ｆシステム 瑞穂医科工業株式会社 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

22100BZX00900000 オキシア人工心肺回路Ｎ 株式会社ジェイ・エム・エス 127 人工心肺回路 (5) 分離体外循環回路 ¥49,200

22100BZX00900000 127 人工心肺回路 (6) 個別機能品 ② ｶｰﾃﾞｨｵﾄﾐｰﾘｻﾞｰﾊﾞｰ ¥34,100

22100BZX00900000 127 人工心肺回路 (6) 個別機能品 ⑤ ﾗｲﾝﾌｨﾙﾀｰ ¥18,900

22100BZX00900000 127 人工心肺回路 (6) 個別機能品 ⑧ 熱交換器 ¥18,100

22100BZX00959000 オキシア人工心肺回路 株式会社ジェイ・エム・エス 127 人工心肺回路 (6) 個別機能品 ④ 心筋保護用貯液槽 ¥12,300

22200BZX00761000 プレシジョン プラス ＳＣＳ システム ボストン・サイエンティフィック ジャパン株
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

22200BZX00761000 086 脊髄刺激装置用ﾘｰﾄﾞ (2) ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ ¥35,000

22200BZX00829000 アドバンス スパイク付ポーラス脛骨コンポーネント ライト・メディカル・ジャパン株式会社 059 ｵﾌﾟｼｮﾝ部品 (2) 人工膝関節用部品 ¥69,500

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 ⑤ ﾗｲﾝﾌｨﾙﾀｰ ¥18,900

22300BZX00421000 サージメッシュＸＤ 株式会社ジェイエスエス 099 組織代用人工繊維布 (2) ﾍﾙﾆｱ修復･胸壁補強用 ② 形状付加型 ¥19,100

22300BZX00425000 メドトロニック ポケットアダプタ 日本メドトロニック株式会社 086 脊髄刺激装置用ﾘｰﾄﾞ (2) ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ ¥35,000

22300BZX00428000 Ｎｉｔｉ－Ｓ 胃十二指腸用ステント センチュリーメディカル株式会社 157 胃十二指腸用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ ¥258,000

22300BZX00429000 ＣＤＨ ＳＯＬＥＲＡ ＳＥＸＴＡＮＴ 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

22300BZX00429000 064 脊椎固定用材料 (6) 脊椎ｽｸﾘｭｰ(可動型) ¥112,000

22300BZX00434000 ＭＤＭ ラディウス プレート 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) (1) 一般ｽｸﾘｭｰ(生体用合金Ⅰ) ¥6,790

22300BZX00434000 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

22300BZX00436000 Ｓ８ 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 ① 4極 ¥170,000

22300BZX00437000 Ｓ４ 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 ① 4極 ¥170,000

22300BZX00438000 ラクトスクリュー スーチャーアンカー バイオメット・ジャパン株式会社 080 合成吸収性骨片接合材料 (6) ｽｰﾁｬｰｱﾝｶｰ ¥57,300

22300BZX00439000 ＡｌｌＴｈｒｅａｄ スクリュー Ｌ１５ バイオメット・ジャパン株式会社 080 合成吸収性骨片接合材料 (6) ｽｰﾁｬｰｱﾝｶｰ ¥57,300

22300BZX00450000 レジュビネ モノリーシックヒップシステム 日本ストライカー株式会社 057 人工股関節用材料 (2) 大腿骨側材料 ① 大腿骨ｽﾃﾑ(Ⅰ) ｱ 標準型 ¥557,000

223ACBZX00077000 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
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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)
15600BZZ00792000 スーパーキャス 東郷メディキット株式会社 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

20300BZZ00510000 東洋紡 体外循環用カニューレフレックスメイト 東洋紡績株式会社 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

20300BZZ01289000 Ｆシステム 瑞穂医科工業株式会社 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) ¥109,000

20400BZZ00406000 テルダーミス真皮欠損用グラフト オリンパステルモバイオマテリアル株式会
社

102 真皮欠損用ｸﾞﾗﾌﾄ 1㎠当たり\450

20600BZZ01052000 マイクロニードル セルジンガー キット 日本コヴィディエン株式会社 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

20600BZZ01052000 021 中心静脈用ｶﾃｰﾃﾙ (1) 標準型 ② ﾏﾙﾁﾙｰﾒﾝ ｲ ｾﾙｼﾞﾝｶﾞｰ型 ¥7,530

20700BZY01292000 エクリス人工肩関節 バイオジェネシス株式会社 065 人工肩関節用材料 (1) 肩甲骨側材料 ¥140,000

20700BZY01292000 065 人工肩関節用材料 (2) 上腕骨側材料 ¥624,000

20800BZY00243000 バイカーボン 日本ライフライン株式会社 119 機械弁 (2) 傾斜ﾃﾞｨｽｸ弁(二葉弁) ¥868,000

21000BZY00441000 ラディアルヘッド プロステーシス バイオジェネシス株式会社 066 人工肘関節用材料 (3) 橈骨側材料 ¥214,000

21000BZZ00348000 グッドテックカテーテル 株式会社グッドテック 009 血管造影用ｶﾃｰﾃﾙ (1) 一般用 ¥3,430

21100BZZ00509000 ＴＭＰ 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

21200BZZ00404000 ウロテラルステント 株式会社グッドテック 035 尿管ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ (2) 外瘻用 ① 腎盂留置型 ｲ 異物付着防止型 ¥49,300

21300BZY00449000 プレスフィット・エクリス バイオジェネシス株式会社 065 人工肩関節用材料 (2) 上腕骨側材料 ¥624,000

21300BZZ00351000 スナイパー２ テルモ・クリニカルサプライ株式会社 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

21400BZY00294000 ハートスタート　XL 株式会社フィリップスエレクトロニクスジャ
パン

115 体表面ﾍﾟｰｼﾝｸﾞ用電極 ¥4,280

21400BZZ00376000 ガイディングカテーテル２ ロードマスターＴＨ 株式会社グッドテック 132 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ (1) 冠動脈用 ¥22,500

21500BZZ00239000 アンギオカテーテル 株式会社ユー・ティー・エム 009 血管造影用ｶﾃｰﾃﾙ (1) 一般用 ¥3,430

21500BZZ00473000 スーパーフィクソーブ３０ タキロン株式会社 080 合成吸収性骨片接合材料 (9) ﾋﾟﾝ ② 胸骨･肋骨用 ¥40,100

21500BZZ00575000 ＰＴＣＡガイドワイヤーＨＤⅡ 日本ライフライン株式会社 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 (1) 一般用 ¥22,000

21600BZY00103000 フラクチャー・エクリス バイオジェネシス株式会社 065 人工肩関節用材料 (2) 上腕骨側材料 ¥624,000

21600BZZ00094000 ＴＭＰ マイクロカテーテル 株式会社東海メディカルプロダクツ 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

21600BZZ00261000 ウルトラハイフローシース 東郷メディキット株式会社 001 血管造影用ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ (1) 一般用 ¥3,560

21600BZZ00598000 キャリー 株式会社ユー・ティー・エム 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

21600BZZ00598000 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

21600BZZ00598A01 マイクロカテーテル 株式会社ユー・ティー・エム 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

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 (3) 微細血管用 ¥17,600

21800BZY10033000 ＭＯＳＳ ＭＩＡＭＩ Ｅｘｐｅｄｉｕｍ システム ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 064 脊椎固定用材料 (8) ﾄﾗﾝｽﾊﾞｰｽ固定器 ¥71,300

21800BZZ10055000 アパセラム－ＡＸ 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

21900BZX00953000 ＳＭＡＣ プラス 日本コヴィディエン株式会社 021 中心静脈用ｶﾃｰﾃﾙ (1) 標準型 ② ﾏﾙﾁﾙｰﾒﾝ ｲ ｾﾙｼﾞﾝｶﾞｰ型 ¥7,530

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 ① 選択的ｱﾌﾟﾛｰﾁ型 ｱ ﾌﾞﾚｰﾄﾞあり ¥50,300

22000BZX01607000 クラニオプレート 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) (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

22100BZI00009000 メドエル人工内耳 ＰＵＬＳＡＲ メドエルジャパン株式会社 090 人工内耳用材料 (1) 人工内耳用ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(電極及び受信-刺激器) ¥1,580,000

22100BZX00200000 ハートスタート　MRｘ 株式会社フィリップスエレクトロニクスジャ
パン

115 体表面ﾍﾟｰｼﾝｸﾞ用電極 ¥4,280

製品（販売）名・製品コードに追加・変更があったものの保険適用（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24年1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)

製品（販売）名・製品コードに追加・変更があったものの保険適用（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24年1月1日

22100BZX00900000 オキシア人工心肺回路Ｎ 株式会社ジェイ・エム・エス 127 人工心肺回路 (3) 心筋保護回路 ¥23,600

22100BZX00900000 127 人工心肺回路 (4) 血液濃縮回路 ¥33,000

22100BZX00900000 127 人工心肺回路 (6) 個別機能品 ④ 心筋保護用貯液槽 ¥12,300

22100BZX00900000 127 人工心肺回路 (6) 個別機能品 ⑥ 回路洗浄用ﾌｨﾙﾀｰ ¥5,040

22100BZX00900000 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 ¥18,000

22100BZX00900000 オキシア人工心肺回路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 ⑦ 血液学的ﾊﾟﾗﾒｰﾀｰ測定用ｾﾙ ¥18,000

22100BZX00900000 127 人工心肺回路 (6) 個別機能品 ⑨ 安全弁 ¥5,960

22100BZX00916000 ＣＦＲ ＰＥＥＫ ケージ 株式会社ロバート・リード商会 078 人工骨 (2) 専用型 ⑤ 椎体固定用 ｱ 1椎体用 ¥190,000

22100BZX00959000 オキシア人工心肺回路 株式会社ジェイ・エム・エス 124 ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙ人工肺(膜型肺) (2) 体外循環型(ﾘｻﾞｰﾊﾞｰ機能なし) ¥138,000

22100BZX00959000 125 遠心式体外循環用血液ﾎﾟﾝﾌﾟ (2) 長期使用型 ¥87,500

22100BZX00959000 127 人工心肺回路 (1) ﾒｲﾝ回路 ① 抗血栓性あり ¥157,000

22100BZX00959000 127 人工心肺回路 (2) 補助循環回路 ① 抗血栓性あり ¥82,400

22100BZX00959000 127 人工心肺回路 (3) 心筋保護回路 ¥23,600

22100BZX00959000 127 人工心肺回路 (4) 血液濃縮回路 ¥33,000

22100BZX00959000 オキシア人工心肺回路 株式会社ジェイ・エム・エス 127 人工心肺回路 (4) 血液濃縮回路 ¥33,000

22100BZX00959000 127 人工心肺回路 (5) 分離体外循環回路 ¥49,200

22100BZX00959000 127 人工心肺回路 (6) 個別機能品 ① 貯血槽 ¥11,200

22100BZX00959000 127 人工心肺回路 (6) 個別機能品 ② ｶｰﾃﾞｨｵﾄﾐｰﾘｻﾞｰﾊﾞｰ ¥34,100

22100BZX00959000 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

22100BZX00959000 127 人工心肺回路 (6) 個別機能品 ⑤ ﾗｲﾝﾌｨﾙﾀｰ ¥18,900

22100BZX00959000 127 人工心肺回路 (6) 個別機能品 ⑥ 回路洗浄用ﾌｨﾙﾀｰ ¥5,040

22100BZX00959000 オキシア人工心肺回路 株式会社ジェイ・エム・エス 127 人工心肺回路 (6) 個別機能品 ⑥ 回路洗浄用ﾌｨﾙﾀｰ ¥5,040

22100BZX00959000 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 ¥18,000

22100BZX00959000 127 人工心肺回路 (6) 個別機能品 ⑧ 熱交換器 ¥18,100

22100BZX00959000 127 人工心肺回路 (6) 個別機能品 ⑨ 安全弁 ¥5,960

22200BZX00671000 ＪＬＬ マイクロワイヤ 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

22200BZX00736000 メイラ アナトミカルプレート メイラ株式会社 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

22200BZX00943000 エンコア 人工股関節 レベレーションステム 泉工医科貿易株式会社 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

22200BZX00943000 エンコア 人工股関節 レベレーションステム 泉工医科貿易株式会社 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

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 ② 冠状静脈
洞型

¥111,000
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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24年1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)
22300BZX00294000 リストアセンサー 日本メドトロニック株式会社 087 埋込型脳・脊髄電気刺激装置 (6) 疼痛除去用（16極以上用）充電式・体位変換対応型 ¥1,980,000

22300BZX00329000 ＳｅｎｓｉＴｈｅｒｍ 食道モニタリングシステム セント・ジュード・メディカル株式会社 114 体外式ペ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 ⑥ 温
度センサー付き

¥88,000

22300BZX00381000 アセンダカテーテル 日本メドトロニック株式会社 111 埋込型輸液ポンプ用髄腔カテーテル (2) 強化型 ¥85,000

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24年1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)
22300BZX00247000 ＳＪＭ プレッシャワイヤ サルタス セント・ジュード・メディカル株式会社 169 血管造影用圧センサー付ガイドワイヤー ¥171,000

22300BZX00308000 ウォールフレックス 大腸用ステント ボストン・サイエンティフィック ジャパン株
式会社

157 消化管用ステントセット ¥258,000

薬事法承認番号 販売名 保険適用希望者

22000BZY00015000 ドルニエエイポス ウルトラ ドルニエメドテックジャパン株式会社

22300BZX00343000 プロトＣＯ２Ｌ カテーテルセット エーディア株式会社

223AABZX00070000 ＣＴ用直腸カテーテル 日本メドラッド株式会社
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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24年1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

223AGBZX00121A01 ジーシーＲ ７６００Ｄ ケアストリームヘルス株式会社 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)
21000BZY00734000 エキスパンションスクリュー 白水貿易株式会社 007 ｽｸﾘｭｰ 床用 1個\1,210

21000BZY00734000 008 ｽｸﾘｭｰ ｽｹﾚﾄﾝ用 1個\2,228

221AKBZI00019000 ＢＥＧＯ ウイロニット ＬＡ 株式会社ニッシン 020 歯科鋳造用ｺﾊﾞﾙﾄｸﾛﾑ合金 鉤･ﾊﾞｰ用 1g\27

221AKBZI00019000 025 歯科鋳造用ｺﾊﾞﾙﾄｸﾛﾑ合金 床用 1g\28

223AFBZX00145000 プライムフィル 株式会社トクヤマデンタル 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24年1月1日
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