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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24年12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

21400BZY00223000 マスタースクリーン ＩＯＳ 株式会社フクダ産業 呼吸抵抗計（広域周波数）

21400BZY00223000 電子スパイロメータ

21700BZY00318000 アイクリア ジェイ・ヒューイット株式会社 光線治療器（Ⅱ）

21800BZZ10102000 酸歩自由（フリー） 株式会社群馬コイケ 酸素供給調節器

221AFBZX00122000 ニロモニタ ＮＩＲＯ－２００ＮＸ 浜松ホトニクス株式会社 光トポグラフィー

22400BZX00352000 Ｖａｌｏｎ マルチスポットレーザ光凝固装置 株式会社日本ルミナス 眼科用光凝固装置

22400BZX00353000 Ｖｉｓｉｏｎ Ｏｎｅ マルチカラーレーザ光凝固装置 株式会社日本ルミナス 眼科用光凝固装置

22400BZX00385000 ＦＬＯＷ－ｉ 麻酔システム マッケ・ジャパン株式会社 麻酔器 （Ⅱ）

22400BZX00387000 ｄａＶｉｎｃｉ Ｓｉ サージカルシステム インテュイティブサージカル株式会社 手術用ロボット手術ユニット

22400BZX00393000 タッチワンデュオ 大陽日酸株式会社 酸素供給調節器

224AABZX00070000 Ｉｎｔｅｒａｃｏｕｓｔｉｃｓ エクリプス オーティコン株式会社 誘発反応測定装置

224AABZX00070000 ＯＡＥ検査装置

224AABZX00110000 ＭＡＩＣＯ イージーティンプ オーティコン株式会社 インピーダンスオージオメータ（Ⅱ）

224AABZX00110000 インピーダンスオージオメータ（Ⅲ）

224AABZX00118000 Ｉｎｔｅｒａｃｏｕｓｔｉｃｓ タイタン オーティコン株式会社 誘発反応測定装置

224AABZX00118000 ＯＡＥ検査装置

224AABZX00118000 インピーダンスオージオメータ（Ⅱ）

224AABZX00118000 インピーダンスオージオメータ（Ⅲ）

224AABZX00151000 ３次元眼底像撮影装置 ３Ｄ ＯＣＴ－１ 株式会社トプコン 眼底三次元画像解析装置

224AABZX00151000 眼底カメラ（Ⅰ）

224AABZX00154000 ＭＡＩＣＯ ＭＢ１１　聴性誘発反応測定装置 オーティコン株式会社 誘発反応測定装置

224AABZX00155000 デジタル脳波計 ＧＥＳ３００クリニカル 株式会社ミユキ技研 脳波計

224AABZX00157000 Ｉｎｔｅｒａｃｏｕｓｔｉｃｓ エクリプス Ｍ オーティコン株式会社 誘発反応測定装置

224AABZX00157000 ＯＡＥ検査装置

224AABZX00160000 電子内視鏡 ＥＮ－５８０Ｔ 富士フイルム株式会社 内視鏡

224ABBZX00165000 小腸ビデオスコープ ＯＬＹＭＰＵＳ ＳＩＦ ＴＹＰＥ Ｙ０００７ オリンパスメディカルシステムズ株式会社 内視鏡

224ABBZX00173000 コーワ ＦＭ－７００ 興和株式会社 レーザ前房蛋白細胞数検査装置

224AFBZX00129000 Ｓｔｒｙｋｅｒ アースロスコープ 日本ストライカー株式会社 内視鏡

224AIBZX00042000 ポラリスカイネ ＰＯ－Ｓ ミナト医科学株式会社 低周波治療器

224AIBZX00062000 ポラリスカイネ ＰＯ－３ｉ ミナト医科学株式会社 低周波治療器

224AIBZX00063000 フォルティア 株式会社日本メディックス 低周波治療器

224ALBZX00037000 メディパルエース 有限会社ＭＡＳＩ パルスオキシメータ
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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)
20200BZZ00672000 トリアセテートホローファイバーダイアライザー ニプロ株式会社 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 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

20200BZZ00672000 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

21000BZZ00570000 バクスターカテーテル 富士システムズ株式会社 052 腹膜透析用ｶﾃｰﾃﾙ (1) 長期留置型 ② 逆U字型 ¥107,000

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 ｱ 標準型 ¥54,100

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 ④ 心筋保護用貯液槽 ¥12,300

22400BZX00243000 キャプディール保護キャップセット テルモ株式会社 001 腹膜透析液交換ｾｯﾄ (1) 交換ｷｯﾄ ¥538

22400BZX00243000 053 腹膜透析液交換ｾｯﾄ (1) 交換ｷｯﾄ ¥538

22400BZX00243000 004 腹膜透析液交換ｾｯﾄ (1) 交換ｷｯﾄ ¥538

22400BZX00295000 Ｐｅｎｕｍｂｒａ　ＰＸ４００　マイクロカテーテル 株式会社メディコスヒラタ 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 ¥59,600

22400BZX00339000 ＣＤＨ ＳＯＬＥＲＡ ＬＯＮＧＩＴＵＤＥ 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 ¥49,000

22400BZX00346000 ＶｕｅＰｏｉｎｔ ＯＣＴ フィクセイションシステム ニューベイシブジャパン株式会社 064 脊椎固定用材料 (1) 脊椎ﾛｯﾄﾞ ¥49,000

22400BZX00346000 064 脊椎固定用材料 (2) 脊椎ﾌﾟﾚｰﾄ(S) ¥40,000

22400BZX00346000 064 脊椎固定用材料 (4) 椎体ﾌｯｸ ¥73,700

22400BZX00346000 064 脊椎固定用材料 (5) 脊椎ｽｸﾘｭｰ(固定型) ¥80,900

22400BZX00346000 064 脊椎固定用材料 (6) 脊椎ｽｸﾘｭｰ(可動型) ¥103,000

22400BZX00346000 064 脊椎固定用材料 (7) 脊椎ｺﾈｸﾀｰ ¥46,400

22400BZX00346000 064 脊椎固定用材料 (8) ﾄﾗﾝｽﾊﾞｰｽ固定器 ¥66,500

22400BZX00349000 コンティニュームＩＴシェル＆Ｌｏｎｇｅｖｉｔｙ ＩＴライナー Ⅱ ジンマー株式会社 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) ｲ 特殊型(Ⅰ) ¥180,000

22400BZX00349000 057 人工股関節用材料 (1) 骨盤側材料 ④ ﾗｲﾅｰ(Ⅰ) ¥56,100

22400BZX00373000 ＣＤＨ ＳＯＬＥＲＡ ５．５／６．０ 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 ¥49,000

22400BZX00373000 064 脊椎固定用材料 (5) 脊椎ｽｸﾘｭｰ(固定型) ¥80,900

22400BZX00373000 064 脊椎固定用材料 (6) 脊椎ｽｸﾘｭｰ(可動型) ¥103,000

22400BZX00374000 ＣＤＨ ＳＯＬＥＲＡ ５．５／６．０ スパイナルシステム Ｔｉロッド 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 ¥49,000

22400BZX00375000 ＣＤＨ ＳＯＬＥＲＡ ５．５／６．０ スパイナルシステム ＣｐＴｉロッド 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 ¥49,000

22400BZX00384000 メリット ＡＳＡＰ アスピレーションカテーテル スーガン株式会社 133 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ (9) 血栓除去用ｶﾃｰﾃﾙ ③ 経皮的血栓除去用 ¥51,800

22400BZX00386000 ＶＬＩＦＴ バーテブラルボディ リプレイスメント システム 日本ストライカー株式会社 078 人工骨 (2) 専用型 ⑤ 椎体固定用 ｲ その他 ¥345,000

22400BZX00389000 バリアックス鎖骨ロッキングプレート 日本ストライカー株式会社 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) ¥84,300

22400BZX00390000 ヘッドウェイ テルモ株式会社 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 ③ ﾃﾞﾀｯﾁｬﾌﾞﾙｺｲﾙ用 ¥59,600

22400BZX00391000 ＺＮＮ ＣＭネイルシステム ジンマー株式会社 073 髄内釘 (1) 髄内釘 ③ 大腿骨頸部型 ¥171,000

22400BZX00391000 073 髄内釘 (2) 横止めｽｸﾘｭｰ ② 大腿骨頸部型 ¥54,000

22400BZX00392000 バリアックス ディスタル フィブラ ストレートプレート 日本ストライカー株式会社 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) ¥84,300

22400BZX00394000 ＰＥＰＡダイアライザーＦＤＷ 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)

¥1,800

22400BZX00394000 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2.0㎡未満)(Ⅴ)

¥1,820

22400BZX00394000 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 ⑫ 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)(Ⅴ)

¥1,870

22400BZX00394000 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)

¥1,800

22400BZX00394000 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2.0㎡未満)(Ⅴ)

¥1,820

22400BZX00394000 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 ⑫ 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)(Ⅴ)

¥1,870

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12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24年12月1日

22400BZX00396000 ＥＮＤＵＲＡＮＴⅡステントグラフトシステム 日本メドトロニック株式会社 146 大動脈用ｽﾃﾝﾄｸﾞﾗﾌﾄ (1) 腹部大動脈用ｽﾃﾝﾄｸﾞﾗﾌﾄ(ﾒｲﾝ部分) ¥1,520,000

22400BZX00396000 146 大動脈用ｽﾃﾝﾄｸﾞﾗﾌﾄ (2) 腹部大動脈用ｽﾃﾝﾄｸﾞﾗﾌﾄ(補助部分) ¥286,000

22400BZX00399000 イマージＰＴＣＡ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 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 ¥79,100

22400BZX00400000 ＲＫＳ脛骨プレート 京セラ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

22400BZX00401000 ノーベル ＶＢＲ スパイナル ＰＥＥＫシステム 株式会社アルファテック・パシフィック 078 人工骨 (2) 専用型 ⑤ 椎体固定用 ｱ 1椎体用 ¥174,000

22400BZX00402000 プロファイル プレート（滅菌） 日本ストライカー株式会社 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) ¥21,500

22400BZX00402000 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) ¥84,300

22400BZX00402000 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 ⅰ ｽﾄ
ﾚｰﾄ型･異形型

¥13,900

22400BZX00402000 063 固定用内副子用ﾜｯｼｬｰ､ﾅｯﾄ類 (1) ﾜｯｼｬｰ(Ⅰ) ¥2,860

22400BZX00403000 コロエントシステム チタンケージ ナカシマメディカル株式会社 078 人工骨 (2) 専用型 ⑤ 椎体固定用 ｱ 1椎体用 ¥174,000

22400BZX00404000 ＡＶＳ Ｎａｖｉｇａｔｏｒ インターボディケージ 日本ストライカー株式会社 078 人工骨 (2) 専用型 ⑤ 椎体固定用 ｱ 1椎体用 ¥174,000

22400BZX00405000 オプティマイズドＰＣＯ 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

22400BZX00406000 ＣＢＣ 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 ¥507,000

22400BZX00408000 ＣＢＨ ボーン プリザービング 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 ¥507,000

22400BZX00409000 トライジェン ロープロファイルスクリュー スミス・アンド・ネフュー オーソペディックス株式会
社

073 髄内釘 (2) 横止めｽｸﾘｭｰ ① 標準型 ¥21,400

22400BZX00412000 Ｖ－１４ガイドワイヤー ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 012 血管造影用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ (3) 微細血管用 ¥16,300

22400BZX00415000 未滅菌 ベアー スカルフィット 株式会社ベアーメディック 071 ｶｽﾀﾑﾒｲﾄﾞ人工関節及びｶｽﾀﾑﾒｲﾄﾞ人工骨 (2) ｶｽﾀﾑﾒｲﾄﾞ人工骨 ② ｶｽﾀﾑﾒｲﾄﾞ人工骨(M) ¥924,000

22400BZX00415000 071 ｶｽﾀﾑﾒｲﾄﾞ人工関節及びｶｽﾀﾑﾒｲﾄﾞ人工骨 (2) ｶｽﾀﾑﾒｲﾄﾞ人工骨 ① ｶｽﾀﾑﾒｲﾄﾞ人工骨(S) ¥818,000

22400BZX00415000 071 ｶｽﾀﾑﾒｲﾄﾞ人工関節及びｶｽﾀﾑﾒｲﾄﾞ人工骨 (2) ｶｽﾀﾑﾒｲﾄﾞ人工骨 ③ ｶｽﾀﾑﾒｲﾄﾞ人工骨(L) ¥947,000

22400BZX00416000 コロエントシステム チタンケージＸ ナカシマメディカル株式会社 078 人工骨 (2) 専用型 ⑤ 椎体固定用 ｱ 1椎体用 ¥174,000

22400BZX00417000 Ａｄｌｅｒ－Ｇｅｎｕｓ セメンテッド人工膝関節システム 株式会社ロバート・リード商会 058 人工膝関節用材料 (1) 大腿骨側材料 ② 全置換用材料(Ⅱ) ¥275,000

22400BZX00417000 058 人工膝関節用材料 (2) 脛骨側材料 ② 全置換用材料(Ⅱ) ¥166,000

22400BZX00417000 058 人工膝関節用材料 (3) 膝蓋骨材料 ① 膝蓋骨置換用材料(Ⅰ) ¥41,700

22400BZX00417000 058 人工膝関節用材料 (4) ｲﾝｻｰﾄ(Ⅰ) ¥61,300

224ABBZX00141000 腎・尿管用ＮＴバスケット鉗子シリーズ オリンパスメディカルシステムズ株式会社 137 腎･尿管結石除去用ｶﾃｰﾃﾙｾｯﾄ ¥34,900
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２．歯科

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)
223ABBZX00056000 シグナム オペーク Ｆ ヘレウス クルツァー ジャパン株式会社 040 歯冠用光重合硬質ﾚｼﾞﾝ 1g\694

22400BZX00398000 ＥＬ－ＢｉＯインプラント 株式会社プラントンジャパン 024 ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ体 (1) 標準型(Ⅰ) ¥19,300

224ABBZX00146000 シグナム コンポジット ヘレウス クルツァー ジャパン株式会社 040 歯冠用光重合硬質ﾚｼﾞﾝ 1g\694

224ACBZX00057000 ギンガ スーパーコアー ハイデンタル・ジャパン株式会社 011 歯科鋳造用銀合金 第1種(銀60%以上ｲﾝｼﾞｳﾑ5%未満 JIS適合品) 1g\109

224ACBZX00057A01 イソライト スーパーコア ハイデンタル・ジャパン株式会社 011 歯科鋳造用銀合金 第1種(銀60%以上ｲﾝｼﾞｳﾑ5%未満 JIS適合品) 1g\109

224AFBZX00108000 シャイニーシルバー 株式会社アイディエス 012 歯科鋳造用銀合金 第2種(銀60%以上ｲﾝｼﾞｳﾑ5%以上 JIS適合品) 1g\145

224AKBZX00119000 ダニー コーテッド ニッケルチタン ワイヤー フォレスタデント・ジャパン株式会社 020 超弾性矯正用線(丸型及び角型) 1本\527

224AKBZX00120000 ダニー コーテッド ステンレス ワイヤー フォレスタデント・ジャパン株式会社 016 矯正用線(丸型) 1本\355

224AKBZX00120000 017 矯正用線(角型) 1本\261

224AKBZX00130000 オパールバンドセメント ＵＬＴＲＡＤＥＮＴ ＪＡＰＡＮ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\834

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12月1日

TJBLS
楕円
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