
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2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

22300BZI00032000 エクストラ ソーリン・グループ株式会社 自家輸血装置

22300BZX00360000 マシモレインボーＳＥＴ パルスＣＯオキシメータ Ｐｒｏｎｔｏ－７ マシモジャパン株式会社 パルスオキシメータ

22300BZX00433000 ＮＩＰネーザルＶ レスメド株式会社 在宅人工呼吸器（Ⅰ）

22300BZX00433000 在宅人工呼吸器（Ⅲ）

22300BZX00433000 人工呼吸器

22300BZX00461000 ベッドサイドモニタ ＰＭＶ－２７０３ 日本光電工業株式会社 モニタ

223AABZI00148000 エクストラ ディスポーザブルセット ソーリン・グループ株式会社 自家輸血装置

223AABZX00131000 無散瞳眼底カメラ ＤＲＳ エレックス株式会社 眼底カメラ（Ⅰ）

223AABZX00139000 超音波骨密度測定装置 ＡＯＳ－１００ＳＡ 日立アロカメディカル株式会社 超音波骨密度測定装置

223AABZX00147000 Ｅｓａｏｔｅ ＭＲイメージング装置 Ｇ－ｓｃａｎ 株式会社メディテックファーイースト ＭＲＩ装置

223AABZX00150000 超音波診断装置 Ｆ３７ 日立アロカメディカル株式会社 超音波検査装置（Ⅱ）

223AABZX00151000 プレビスターフレックススリーディー 日本メディカルマテリアル株式会社 ＣＴ撮影装置

223AABZX00155000 電子内視鏡 ＸＣ－０００３ 富士フイルム株式会社 内視鏡

223AABZX00156000 電子内視鏡 ＸＧ－０００３ 富士フイルム株式会社 内視鏡

223ABBZX00149000 大腸ビデオスコープ ＯＬＹＭＰＵＳ ＣＦ ＴＹＰＥ Ｙ００３５－Ⅰ オリンパスメディカルシステムズ株式会社 内視鏡

223ABBZX00151000 腎盂尿管ビデオスコープ ＵＲＦ－Ｙ０００１ オリンパスメディカルシステムズ株式会社 内視鏡

223ABBZX00155000 マルチＣＣＤデジタルラジオグラフィ ＮＡＯＭＩ－２００６ 株式会社アールエフ デジタル撮影装置

223ABBZX00166000 気管支ビデオスコープ ＢＦ－Ｙ００４０ オリンパスメディカルシステムズ株式会社 内視鏡

223ACBZX00079000 核医学診断用装置 Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ ＮＭ６３０ ＧＥ ヘルスケア・ジャパン株式会社 エミッションＣＴ装置

223ACBZX00080000 東芝スキャナ Ａｌｅｘｉｏｎ ＴＳＸ－０３３Ａ 東芝メディカルシステムズ株式会社 ＣＴ撮影装置

223ACBZX00068A01 シーエス９３００ 株式会社エム・ディ・インスツルメンツ ＣＴ撮影装置

223ADBZX00129000 生体情報モニタ ＳｕｒｅＳｉｇｎ ＶＭ１ 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

223ADBZX00130000 睡眠ポリグラフィ装置 ＰＳＧ－１１００ 日本光電工業株式会社 終夜睡眠診断装置（Ⅱ）

223AGBZX00257000 ３０８エキシマーシステム 株式会社アルテック 光線治療器（Ⅱ）

223AGBZX00260000 コーナン スペキュラーマイクロスコープ ＸⅣ 株式会社コーナン・メディカル 角膜内皮細胞検査装置

223AIBZX00047000 スプリア 株式会社日本メディックス 低周波治療器

223AKBZX00203000 スパイロバンク 原田産業株式会社 電子スパイロメータ

223AMBZX00008000 ジーヴイシリーズ 株式会社ジャコアンドワールド ＣＴ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)
21500BZY00095000 スマートワイヤー ボルケーノ・ジャパン株式会社 169 血管造影用圧ｾﾝｻｰ付ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ ¥171,000

21900BZX01112A02 Ｄｕｒａｔａ ＩＣＤ タインドリードＪ セント・ジュード・メディカル株式会社 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

22000BZX00133A01 サステイン 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

22000BZX00809A01 Ｄｕｒａｔａ ＩＣＤ リード シングルコイルＪ 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 (3) ｱｸｾｻﾘｰ ¥6,610

22000BZX00809A01 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

22000BZX00810A01 Ｄｕｒａｔａ ＩＣＤ スクリューインリードＪ セント・ジュード・メディカル株式会社 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

22100BZX00750A01 アイソフレックス ＯｐｔｉｍＪ 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

22100BZX01009A01 オプティセンス ＯｐｔｉｍＪ 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 ｳ 誤感知防止型 ¥162,000

22100BZX01009A01 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

22200BZX00085A01 テンドリル ＳＴＳ Ｊ 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

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 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

22200BZX00722A01 ＣＰＳ エイム ＳＬＪ セント・ジュード・メディカル株式会社 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

22200BZX00723A01 ＣＰＳ ダイレクト ＳＬ ⅡＪ セント・ジュード・メディカル株式会社 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

22200BZX00856A01 クイックフレックス マイクロＪ 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

22300BZI00027000 ソーリン弁形成リング ＭＥＭＯ ３Ｄ 日本ライフライン株式会社 122 人工弁輪 ¥281,000

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 169 血管造影用圧ｾﾝｻｰ付ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ ¥171,000

22300BZX00391000 ウルゴチュール アブソーブ 日東電工株式会社 008 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

22300BZX00391000 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

22300BZX00453000 ナビスター サーモクール ＳＦ 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

22300BZX00455000 １６極サージカルリード 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 (1) ﾘｰﾄﾞｾｯﾄ ② 16極以上 ¥357,000

22300BZX00463000 ＯＡＳＹＳサービカルシステム ＬＥ 日本ストライカー株式会社 064 脊椎固定用材料 (2) 脊椎ﾌﾟﾚｰﾄ(Ｓ) ¥40,700

22300BZX00463000 064 脊椎固定用材料 (5) 脊椎ｽｸﾘｭｰ(固定型) ¥82,200

22300BZX00468000 ＬＣＰ クラビクルプレート（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

22300BZX00469000 ＳＪＭ プレッシャワイヤ アエリス 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ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ ¥171,000

22300BZX00470000 ジョイアッププロキシマルフェモラルネイルシステム 東海部品工業株式会社 073 髄内釘 (1) 髄内釘 ③ 大腿骨頸部型 ¥187,000

22300BZX00470000 073 髄内釘 (2) 横止めｽｸﾘｭｰ ① 標準型 ¥22,500

22300BZX00470000 073 髄内釘 (2) 横止めｽｸﾘｭｰ ② 大腿骨頸部型 ¥56,800

22300BZX00471000 プリマ 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) (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

22300BZX00471000 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

22300BZX00472000 Ｊ－Ｔａｐｅｒ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

22300BZX00473000 ファストラッカー マイクロカテーテル ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 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 ｲ ﾌﾞﾚｰﾄﾞなし ¥39,600

22300BZX00473000 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

22300BZX00474000 エクセルシオ マイクロカテーテル ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 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

22300BZX00476000 Ｓｉｇｍａ ＰＳ１５０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

22300BZX00480000 ムスタング 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 ｱ 標準型 ¥58,100

223AABZX00136000 尿管アクセスシース及びダイレーター／セット Ｃook Ｊapan株式会社 135 尿路拡張用ｶﾃｰﾃﾙ (1) 尿管用 ¥45,700

22400BZX00001000 ＭＤＭ ストレート プレート システム 株式会社日本エム・ディ・エム 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

22400BZX00001000 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

22400BZX00001000 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

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2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24年2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

223AABZX00151000 プレビスターフレックススリーディー 日本メディカルマテリアル株式会社 歯科パノラマ断層撮影デジタル映像化処理装置

223ACBZX00068A01 シーエス９３００ 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

223ACBZX00068A01 パノラマ断層撮影装置

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)
221AKBZX00039000 フォレスタデント スクリュー フォレスタデント・ジャパン株式会社 007 ｽｸﾘｭｰ 床用 1個\1,210

221AKBZX00039000 008 ｽｸﾘｭｰ ｽｹﾚﾄﾝ用 1個\2,228

223AKBZX00029000 レーザーニウム ＮＸ 株式会社日本歯科金属 020 歯科鋳造用ｺﾊﾞﾙﾄｸﾛﾑ合金 鉤･ﾊﾞｰ用 1g\27

223AKBZX00029000 025 歯科鋳造用ｺﾊﾞﾙﾄｸﾛﾑ合金 床用 1g\28

223AKBZX00181000 レーザーニウム ＮＨ 株式会社日本歯科金属 020 歯科鋳造用ｺﾊﾞﾙﾄｸﾛﾑ合金 鉤･ﾊﾞｰ用 1g\27

223AKBZX00181000 025 歯科鋳造用ｺﾊﾞﾙﾄｸﾛﾑ合金 床用 1g\28

223AKBZX00181A01 ダンコバルト ４００ 株式会社日本歯科金属 020 歯科鋳造用ｺﾊﾞﾙﾄｸﾛﾑ合金 鉤･ﾊﾞｰ用 1g\27

223AKBZX00181A01 025 歯科鋳造用ｺﾊﾞﾙﾄｸﾛﾑ合金 床用 1g\28

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2月1日
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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

223ADBZI00124000 ニコレー ＥＤＸ ケアフュージョン・ジャパン３２４合同会社 筋電計（Ⅱ）

223ADBZI00124000 誘発反応測定装置

223ADBZI00124000 聴覚誘発反応測定装置

223ADBZI00124000 眼振計

223ADBZI00124000 網膜電位測定装置

223ADBZI00124000 神経モニタ

223ADBZX00132000 Ｂ－Ｃｕｂｅ Ｘ線骨密度測定装置 東洋メディック株式会社 Ｘ線骨密度測定装置（Ⅰ）

223AFBZX00096000 涙道内視鏡 株式会社町田製作所 内視鏡

223AIBZI00004000 パルスオキシメータ モデル ９５６０ スター・プロダクト株式会社 パルスオキシメータ

223AIBZX00042000 デジタル一般Ｘ線撮影装置 ＲＥＸⅠ アールテック株式会社 診断用Ｘ線装置

223AIBZX00046000 カボパンエグザムプラス カボデンタルシステムズジャパン株式会社 ＣＴ撮影装置

22400BZX00003000 ＢｉＰＡＰ Ａｕｔｏ Ｓｙｓｔｅｍ Ｏｎｅ シリーズ 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）

22400BZX00003000 人工呼吸器

22400BZX00017000 クリーンエアＶＥＬＩＡ レスメド株式会社 在宅人工呼吸器（Ⅰ）

22400BZX00017000 在宅人工呼吸器（Ⅲ）

22400BZX00017000 人工呼吸器

22400BZX00018000 Ｓ９レスポンド レスメド株式会社 在宅人工呼吸器（Ⅲ）

22400BZX00025000 ＲＥＳＭＥＤ Ｓ９ オート レスメド株式会社 在宅人工呼吸器（Ⅲ）

224AABZX00016000 ＳＯＭＡＴＯＭ パースペクティブ シーメンス・ジャパン株式会社 ＣＴ撮影装置

224ABBZX00005000 大腸ビデオスコープ ＯＬＹＭＰＵＳ ＰＣＦ ＴＹＰＥ Ｙ００３９ オリンパスメディカルシステムズ株式会社 内視鏡

224ABBZX00010000 大腸ビデオスコープ ＯＬＹＭＰＵＳ ＰＣＦ ＴＹＰＥ Ｙ００４１ オリンパスメディカルシステムズ株式会社 内視鏡

224ABBZX00019000 硬性腹腔・胸腔鏡 オリンパスメディカルシステムズ株式会社 内視鏡

224ABBZX00028000 ＥＮＤＯＥＹＥ ＦＬＥＸ 先端湾曲ビデオスコープ ＯＬＹＭＰＵＳ ＬＴＦ－Ｓ
１９０－１０

オリンパスメディカルシステムズ株式会社 内視鏡

224ADBZI00007000 アイキューブ エレックス株式会社 超音波検査装置（Ⅰ）

224ADBZX00014000 レーダーサーク 日本光電工業株式会社 心電計（Ⅱ）

224ADBZX00014000 パルスオキシメータ

224AGBZX00010000 コンピュレイ スキャン トロフィー・ラジオロジー・ジャパン株式会社 デジタル撮影装置

224AHBZX00007000 ハイサンソ３Ｓ 帝人ファーマ株式会社 酸素供給装置（Ⅰ）

224AIBZX00001000 アキュソン Ｓ１０００ 持田シーメンスメディカルシステム株式会社 超音波検査装置（Ⅱ）

224AKBZX00006000 ホワイトフォックス 白水貿易株式会社 ＣＴ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)
20500BZY00826000 バスコエクスター 大正医科器械株式会社 133 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ (8) 血管内異物除去用ｶﾃｰﾃﾙ ① 細血管用 ¥112,000

20900BZZ00277000 メラ安全弁 泉工医科工業株式会社 127 人工心肺回路 (6) 個別機能品 ⑨ 安全弁 ¥5,960

21900BZZ00016000 ＳＢＡカテーテルキット ユニチカ株式会社 042 緊急時ﾌﾞﾗｯﾄﾞｱｸｾｽ用留置ｶﾃｰﾃﾙ (2) ﾀﾞﾌﾞﾙﾙｰﾒﾝ以上 ① 一般型 ¥15,400

22200BZX00788000 Ｃｏ－Ｃｒ骨頭 瑞穂医科工業株式会社 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) ¥111,000

22200BZX00890000 カワスミ ポリスルホン 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

22200BZX00890000 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

22200BZX00890000 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

22200BZX00890000 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

22300BZX00210A01 エクセリス ＣＲＴ－Ｄ 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

22300BZX00211A01 ハートマインダーＳＴ 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

22300BZX00211A01 117 埋込型除細動器 (3) 埋込型除細動器(Ⅳ型) ¥3,210,000

22300BZX00399000 旭中空糸型透析器ＡＰＳ－Ｅ 旭化成クラレメディカル株式会社 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

22300BZX00399000 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

22300BZX00399000 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

22300BZX00399000 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

22300BZX00462000 先端可動シースＡ ゼオンメディカル株式会社 001 血管造影用ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ (5) 遠位端可動型 ¥140,000

22300BZX00477000 モビキャス ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 001 血管造影用ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ (5) 遠位端可動型 ¥140,000

223ACBZX00083000 オールシリコーンフォーリートレイキット クリエートメディック株式会社 039 膀胱留置用ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙｶﾃｰﾃﾙ (2) 2管一般(Ⅱ) ¥672

22400BZX00005000 ＳｅｌｅｃｔＳｅｃｕｒｅ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

22400BZX00006000 メドトロニック ディフレクタブル カテーテル 日本メドトロニック株式会社 001 血管造影用ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ (2) 蛇行血管用 ¥4,730

22400BZX00015000 Ｃｏｒａｉｌ ＡＭＴステム 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 (2) 大腿骨側材料 ① 大腿骨ｽﾃﾑ(Ⅰ) ｱ 標準型 ¥557,000

22400BZX00021000 ＶＥＲＴＥＸ ＳＥＬＥＣＴ 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

22400BZX00021000 064 脊椎固定用材料 (2) 脊椎ﾌﾟﾚｰﾄ(Ｓ) ¥40,700

22400BZX00021000 064 脊椎固定用材料 (4) 椎体ﾌｯｸ ¥76,000

22400BZX00021000 064 脊椎固定用材料 (5) 脊椎ｽｸﾘｭｰ(固定型) ¥82,200

22400BZX00021000 064 脊椎固定用材料 (6) 脊椎ｽｸﾘｭｰ(可動型) ¥112,000

22400BZX00021000 064 脊椎固定用材料 (7) 脊椎ｺﾈｸﾀｰ ¥48,900

22400BZX00021000 064 脊椎固定用材料 (8) ﾄﾗﾝｽﾊﾞｰｽ固定器 ¥71,300

22400BZX00023000 バイオメット ＯＳＳ ポーラス ステム バイオメット・ジャパン株式会社 059 ｵﾌﾟｼｮﾝ部品 (4) 再建用強化部品 ¥610,000

22400BZX00029000 ＭＤＭ キャニュレイテッド 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) (4) 中空ｽｸﾘｭｰ(生体用合金Ⅰ･Ｓ) ¥20,000

22400BZX00029000 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

22400BZX00031000 プロマス エレメント ステントシステム ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 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

223ABBZX00020000 カネカ涙道チューブ ＥＹ－Ｎ１ 株式会社カネカ 023 涙液･涙道ｼﾘｺﾝﾁｭｰﾌﾞ ¥20,600

224ADBZX00001000 メリット ミニアクセスキット スーガン株式会社 001 血管造影用ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ (1) 一般用 ¥3,560

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3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24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

220AFBZX00196000 プロワン 株式会社ジーシー 歯科エックス線撮影デジタル映像化処理装置

223AIBZX00046000 カボパンエグザムプラス カボデンタルシステムズジャパン株式会社 歯科パノラマ断層撮影デジタル映像化処理装置

223AIBZX00046000 パノラマ断層撮影装置

224AKBZX00006000 ホワイトフォックス 白水貿易株式会社 歯科用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)
222AGBZX00267000 コアーマックスⅡ デンツプライ三金株式会社 052 複合ﾚｼﾞﾝ 築造用(硬化後ﾌｨﾗｰ60%以上) 1g\268

223AFBZX00116000 リファインＥＸ 山八歯材工業株式会社 043 義歯床用ｱｸﾘﾘｯｸ即時硬化樹脂(粉末) 1g\28

223AFBZX00116000 044 義歯床用ｱｸﾘﾘｯｸ即時硬化樹脂(液) 1mL\19

223AFBZX00120000 オーソ ブライト 山八歯材工業株式会社 043 義歯床用ｱｸﾘﾘｯｸ即時硬化樹脂(粉末) 1g\28

223AFBZX00120000 044 義歯床用ｱｸﾘﾘｯｸ即時硬化樹脂(液) 1mL\19

223AFBZX00123000 マックレジンⅡ 山八歯材工業株式会社 041 義歯床用ｱｸﾘﾘｯｸ樹脂(粉末 ＪＩＳ適合品) 1g\5

223AFBZX00123000 042 義歯床用ｱｸﾘﾘｯｸ樹脂(液 ＪＩＳ適合品) 1mL\4

223AFBZX00124000 パーシャル ブライト 山八歯材工業株式会社 043 義歯床用ｱｸﾘﾘｯｸ即時硬化樹脂(粉末) 1g\28

223AFBZX00124000 044 義歯床用ｱｸﾘﾘｯｸ即時硬化樹脂(液) 1mL\19

223AFBZX00191000 プロビファイン 山八歯材工業株式会社 043 義歯床用ｱｸﾘﾘｯｸ即時硬化樹脂(粉末) 1g\28

223AFBZX00191000 044 義歯床用ｱｸﾘﾘｯｸ即時硬化樹脂(液) 1mL\19

223AGBZX00158000 クシーノセムプラス デンツプライ三金株式会社 046 歯科用合着･接着材料Ⅰ(粉末･液) 1g\441

224AFBZX00004000 ハヤテ 株式会社クエスト 032 ﾚｼﾞﾝ歯 臼歯用(ＪＩＳ適合品) 8本1組\269

224AKBZX00001000 オプチバンド ウルトラ サイブロン・デンタル株式会社 037 ﾀﾞｲﾚｸﾄﾎﾞﾝﾄﾞ用ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ材 1g\900

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3月1日

6


	総－２　医療機器の保険適用について
	総－２　1医療機器の保険適用について
	総－２　3医療機器の保険適用について

