
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7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

20800BZY00522000 ストレステストシステムＣＨ２０００ フクダ電子株式会社 Ｔ波オルタナンス心電図

21500BZY00079000 オルタナンス計測システム ＨＥＡＲＴＷＡＶＥ フクダ電子株式会社 Ｔ波オルタナンス心電図

220ADBZX00011000 オルタナンス計測システム ＨＥＡＲＴＷＡＶＥ Ⅱ フクダ電子株式会社 Ｔ波オルタナンス心電図

22200BZX00072000 迷走神経刺激装置 ＶＮＳ システム 日本光電工業株式会社 脳深部刺激・脊髄刺激・迷走神経刺激装置送信器

22200BZX00073000 冷凍手術器 ＣｒｙｏＨｉｔ 株式会社日立メディコ 冷凍手術器

22400BZX00172000 テクニス ワンピース ＶＢ エイエムオー・ジャパン株式会社 後房レンズ

22400BZX00179000 体外式衝撃波結石破砕装置（Ⅲ）

22400BZX00179000 超音波検査装置(Ⅰ)

22400BZX00179000 モニタ

22400BZX00179000 診断用X線装置

22400BZX00190000 ＬｉDＣＯｒａｐｉｄ 心拍出量モニタシステム アルゴンメディカルデバイスズジャパン株式会社 モニタ

22400BZX00192000 アコマ麻酔器ＰＲＯ－ＮＥＸＴ アコマ医科工業株式会社 麻酔器 （Ⅱ）

22400BZX00193000 アコマ麻酔システムＰＲＯ－ＮＥＸＴ＋ｓ アコマ医科工業株式会社 麻酔器 （Ⅱ）

22400BZX00194000 アコマ麻酔システムＰＲＯ－ＮＥＸＴ＋ｉ アコマ医科工業株式会社 麻酔器 （Ⅱ）

224AABZX00077000 オージェソリオ シリーズ 朝日レントゲン工業株式会社 診断用Ｘ線装置

224AABZX00078000 電子内視鏡 ＥＣ－Ｌ５９０ＷＮ 富士フイルム株式会社 内視鏡

224AABZX00079000 電子内視鏡 ＥＣ－Ｌ５９０ＺＷ 富士フイルム株式会社 内視鏡

224AABZX00080000 電子内視鏡 ＥＧ－Ｌ５９０ＷＲ 富士フイルム株式会社 内視鏡

224AABZX00081000 電子内視鏡 ＥＧ－Ｌ５９０ＺＷ 富士フイルム株式会社 内視鏡

224AABZX00083000 Ｅｓａｏｔｅ ＭＲ イメージング装置 Ｏ－ｓｃａｎ 株式会社メディテックファーイースト ＭＲＩ装置

224AABZX00093000 ＳＯＭＡＴＯＭ デフィニション Ｅｄｇｅ シーメンス・ジャパン株式会社 ＣＴ撮影装置

224ABBZX00055000 眼底三次元画像解析装置

224ABBZX00055000 眼底カメラ(Ⅰ)

224ABBZX00071000 上部消化管汎用ビデオスコープ ＯＬＹＭＰＵＳ ＧＩＦ ＴＹＰＥ Ｙ００５９ オリンパスメディカルシステムズ株式会社 内視鏡

224ABBZX00092000 デジタル超音波診断装置 Ｎｏｂｌｕｓ 株式会社日立メディコ 超音波検査装置（Ⅱ）

224ABBZX00099000 内視鏡用超音波観測装置 ＥＵ－Ｙ０００８ オリンパスメディカルシステムズ株式会社 超音波検査装置（Ⅱ）

224ADBZI00053000 ＳｏｎｏＳｉｔｅ Ｅｄｇｅ シリーズ 株式会社ソノサイト・ジャパン 超音波検査装置（Ⅱ）

224ADBZX00070000 Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ ＭＲＩ 対応生体情報モニタ 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

224ADBZX00075000 長時間心電図記録器 ＲＡＣ－２５１２ カーディオメモリ 日本光電工業株式会社 ホルタ心電計

224ADBZX00078000 カーディマックス ＦＣＰ－８８００ フクダ電子株式会社 心電計（Ⅱ）

224AFBZI00054000 超音波検査装置（Ⅰ）

224AFBZI00054000 超音波検査装置（Ⅴ）

224AGBZX00031000 ケアストリーム ＤＲＸ－Ｔｒａｎｓｐｏｒｔａｂｌｅ システム ケアストリームヘルス株式会社 デジタル撮影装置

224AHBZX00014000 サンソメイト－３Ｇ 日本特殊陶業株式会社 酸素供給装置（Ⅰ）

224ALBZX00019000 パルスオキシメータ ゴーツー モデル９５７０ シースター株式会社 パルスオキシメータ

ドルニエメドテック ジャパン株式会社ドルニエ ＧＥＭＩＮＩ

株式会社エムビーエスキューブスキャン ＢｉｏＣｏｎ－７００

キヤノン株式会社光干渉断層計 ＯＣＴ－ＨＳ１００

中医協 総－１－２
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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)
20800BZZ00335000 ハイテクニーⅢ人工膝関節 ナカシマメディカル株式会社 058 人工膝関節用材料 (4) ｲﾝｻｰﾄ(Ⅰ) ¥61,300

21100BZZ00481A01 ＣＫＡ ＣＬ 寛骨臼カップ 京セラメディカル株式会社 057 人工股関節用材料 (1) 骨盤側材料 ③ ｶｯﾌﾟ･ﾗｲﾅｰ一体型(Ⅱ) ¥87,900

21100BZZ00481A01 057 人工股関節用材料 (1) 骨盤側材料 ④ ﾗｲﾅｰ(Ⅰ) ¥56,100

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) (1) 体外循環型(ﾘｻﾞｰﾊﾞｰ機能あり) ① 一般用 ¥142,000

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 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2.0㎡未満)(Ⅳ)

¥1,700

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 ⑪ ﾎﾛｰﾌｧｲﾊﾞｰ型及び積層型
(ｷｰﾙ型)(膜面積2.0㎡以上)(Ⅳ)

¥1,730

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2.0㎡未満)(Ⅳ)

¥1,700

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 ⑪ ﾎﾛｰﾌｧｲﾊﾞｰ型及び積層型(ｷｰﾙ
型)(膜面積2.0㎡以上)(Ⅳ)

¥1,730

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 (2) 補助循環回路 ② 抗血栓性なし ¥39,900

22300BZX00220000 滅菌済ＣＬＹＤＥＳＤＡＬＥ 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 ¥174,000

22300BZX00251000 メラエクセライン回路ＨＰ２ 泉工医科工業株式会社 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 ¥32,700

22400BZX00106000 ギブンパテンシーカプセル内視鏡 ギブン・イメージング株式会社 148 ｶﾌﾟｾﾙ型内視鏡 ¥77,200

22400BZX00137000 ＳＮＸ ガイドワイヤー サニックス株式会社 012 血管造影用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ (1) 一般用 ¥2,670

22400BZX00137000 012 血管造影用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ (2) 交換用 ¥3,880

22400BZX00137000 012 血管造影用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ (3) 微細血管用 ¥16,300

22400BZX00171000 Ｘ－Ｓｕｉｔ ＮＩＲ 胆管用メタリックステント オリンパスメディカルシステムズ株式会社 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 ¥251,000

22400BZX00174000 スパイダー・プロテクション・デバイス イーヴィースリー株式会社 133 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ (7) 血管内血栓異物除去用留置ｶﾃｰﾃﾙ ② 頸動脈用ｽﾃﾝﾄ併用型 ｱ ﾌｨﾙ
ﾀｰ型

¥195,000

22400BZX00175000 ＰＲＯＴＥＧＥ 頸動脈ステントセット イーヴィースリー株式会社 133 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ (15) 頸動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ ¥274,000

22400BZX00176000 リゾリュートインテグリティコロナリーステントシステム 日本メドトロニック株式会社 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 ¥295,000

22400BZX00180000 Ｌｉｍａ セメントレス ショルダー・システム 日本リマ株式会社 065 人工肩関節用材料 (2) 上腕骨側材料 ¥553,000

22400BZX00185000 Ａｒｃｏｓ モジュラーフェモラルリビジョンシステム バイオメット・ジャパン株式会社 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 ¥507,000

22400BZX00185000 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) ¥6,440

22400BZX00185000 061 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) (9) その他のﾌﾟﾚｰﾄ ② 特殊 ｲ ｽｸﾘｭｰ非使用型 ¥175,000

22400BZX00189000 ラッソーナビ 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 ¥101,000

22400BZX00189000 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 ¥219,000

22400BZX00190000 ＬｉＤＣＯｒａｐｉｄ 心拍出量モニタシステム アルゴンメディカルデバイスズジャパン株式会社 006 体外式連続心拍出量測定用ｾﾝｻｰ ¥36,400

22400BZX00196000 Ｃｏｏｋ Ａｐｐｒｏａｃｈ ＣＴＯ ガイドワイヤー Ｃｏｏｋ Ｊａｐａｎ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 ¥16,300

22400BZZ00001000 ポリエステル製布 松田医科工業株式会社 099 組織代用人工繊維布 (1) 心血管系用 ① 血管用ﾌｪﾙﾄ･ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ 1㎠当たり\128

22400BZZ00002000 四フッ化エチレン樹脂製布 松田医科工業株式会社 099 組織代用人工繊維布 (1) 心血管系用 ① 血管用ﾌｪﾙﾄ･ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ 1㎠当たり\128

224ABBZX00068000 ＣＲＥ胆道拡張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 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 ③ 十二指腸乳頭拡張機能付き ¥81,800

224AIBZX00022000 ラリンゲルマスク 株式会社パルメディカル 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 ｱ 標準型 ¥694

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7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)
21300BZY00527000 エキシマレーザ血管形成用レーザカテーテル ディーブイエックス株式会社 130 心臓手術用ｶﾃｰﾃﾙ (4)　特殊ｶﾃｰﾃﾙ ¥223,000

21900BZY00070000 エキシマレーザ血管形成用ＯＳカテーテル ディーブイエックス株式会社 130 心臓手術用ｶﾃｰﾃﾙ (4)　特殊ｶﾃｰﾃﾙ ¥223,000

22300BZX00387000 ＣｅＶＯＸ プローベ 株式会社　佐多商会 173 中心静脈血酸素飽和度測定用ﾌﾟﾛｰﾌﾞ ¥23,500

22300BZX00458000 ゴアドライシール シース 日本ゴア株式会社 001 血管造影用ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ (4)　大動脈用ｽﾃﾝﾄｸﾞﾗﾌﾄ用 ¥28,600

22400BZX00026000 プロモート　クアドラ 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植込型除細動器 (2)　4極用 ¥4,290,000

22400BZX00027000 ユニファイ　クアドラ 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植込型除細動器 (2)　4極用 ¥4,290,000

22400BZX00028000 カルテット セント・ジュード・メディカル株式会社 113 植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　ｴ　4極 ¥138,000

22300BZX00412000 アクティバ　ＲＣ 日本メドトロニック株式会社 087 植込型脳・脊髄電気刺激装置 (7)　振戦軽減用（16極以上用）充電式 ¥2,070,000

22300BZX00413000 アクティバ　アダプタ 日本メドトロニック株式会社 086 脳・脊髄刺激装置用ﾘｰﾄﾞ (2)　ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ ¥35,000

22400BZX00013000 Ｚｉｌｖｅｒ ＰＴＸ薬剤溶出型末梢血管用ステント 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 ②　再狭窄抑制型 ¥224,000

22400BZX00082000 トライタニウム 寛骨臼カップシステム 日本ストライカー株式会社 057 人工股関節用材料 (1)　骨盤側材料 ①　臼蓋形成用ｶｯﾌﾟ(Ⅰ)　ｳ　特殊型(Ⅱ) ¥189,000

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7月１日

薬事法承認番号 販売名 保険適用希望者

22400BZX00106000 ギブンパテンシーカプセル内視鏡 ギブン・イメージング株式会社

22300BZX00465000 胎児シャント 株式会社　八光

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7月1日



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7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

219AFBZX00173000 ネオプレシャスボンド５７ 山八歯材工業株式会社 広範囲顎骨支持型補綴用金属Ⅰ

219AFBZX00174000 ネオプレシャス７１ 山八歯材工業株式会社 広範囲顎骨支持型補綴用金属Ⅱ

224ADBZX00073000 ＲＶＧ５１００デジタルＸ線センサ 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

224ADBZX00074000 ＲＶＧ６１００デジタルＸ線センサ 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

224AIBZX00032000 ＮＡＯＭＩ デジタルパノラマ 株式会社アールエフ パノラマ断層撮影装置

224AKBZX00052000 ケラディスクコバルト 株式会社歯愛メディカル 広範囲顎骨支持型補綴用金属Ⅳ

224ALBZX00021000 パックス アイ （ＰＣＨ２５００） 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)
21700BZY00588000 ステンレスアーチワイヤー 株式会社バイオデント 016 矯正用線(丸型) 1本\355

21700BZY00588000 017 矯正用線(角型) 1本\261

221AKBZX00084000 ジーシー フジⅨＧＰ エクストラカプセル 株式会社ジーシー 050 歯科充填用材料 Ⅱ 1g\270

223AKBZX00179000 ビューティセム ＳＡ 株式会社松風 046 歯科用合着･接着材料Ⅰ(粉末･液) 1g\441

223AKBZX00233000 オーソラインアーチワイヤー Ｔｉ－Ｎｉ ウルトラサーモ 株式会社松風 020 超弾性矯正用線(丸型及び角型) 1本\527

224AGBZX00005000 デュオリンク ＳＥ キット 株式会社エイコー 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7月1日
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