
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25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

222AABZX00157000 汎用超音波画像診断装置 ＡＣＵＳＯＮ セコイア シーメンス・ジャパン株式会社 超音波検査装置（Ⅱ）

222AABZX00158000 汎用超音波画像診断装置 ＡＣＵＳＯＮ サイプレス シーメンス・ジャパン株式会社 超音波検査装置（Ⅱ）

222AABZX00159000 汎用超音波画像診断装置 ＡＣＵＳＯＮ アンタレス シーメンス・ジャパン株式会社 超音波検査装置（Ⅱ）

222AABZX00160000 汎用超音波画像診断装置 ソノビスタ Ｘ３００ シーメンス・ジャパン株式会社 超音波検査装置（Ⅱ）

222AABZX00161000 汎用超音波画像診断装置 アキュソン Ｘ１５０ シーメンス・ジャパン株式会社 超音波検査装置（Ⅱ）

222AABZX00166000 汎用超音波画像診断装置 ソノライン Ｇ４０ シーメンス・ジャパン株式会社 超音波検査装置（Ⅱ）

222AABZX00168000 汎用超音波画像診断装置 アキュソン Ｐ１０ シーメンス・ジャパン株式会社 超音波検査装置（Ⅰ）

222AIBZX00029000 汎用超音波画像診断装置 アキュソン Ｓ２０００ シーメンス・ジャパン株式会社 超音波検査装置（Ⅱ）

222AIBZX00030000 汎用超音波画像診断装置 アキュソン ＳＣ２０００ シーメンス・ジャパン株式会社 超音波検査装置（Ⅱ）

222AIBZX00031000 汎用超音波画像診断装置 アキュソン Ｐ５０ シーメンス・ジャパン株式会社 超音波検査装置（Ⅱ）

222AIBZX00032000 汎用超音波画像診断装置 ソノビスタ ＦＸ シーメンス・ジャパン株式会社 超音波検査装置（Ⅱ）

223ABBZX00119000 マルチＣＣＤデジタルラジオグラフィ ＮＡＯＭＩ－２００４ 株式会社アールエフ Ｘ線骨密度測定装置（Ⅰ）

22400BZX00342000 トップシリンジポンプ ＴＯＰ－８２００ 株式会社トップ 注入ポンプ（Ⅱ）

22400BZX00342000 精密持続点滴装置

224ACBZX00024000 オクトパス Nuvo MICS スタビライザー 日本メドトロニック株式会社 心臓固定用圧子

224AFBZX00024000 ＦＳＶ セントラルモニタ アトムメディカル株式会社 モニタ

22400BZX00460000 SNaP 陰圧閉鎖療法システム センチュリーメディカル株式会社 陰圧創傷治療用カートリッジ

22500BZX00037000 SURESHOT ディスタルターゲティングシステム スミス・アンド・ネフューオーソペディックス株式会
社

位置情報表示装置

225AABZX00068000 マシモ ＳＥＴ ｉＳpＯ２ パルスオキシメータ マシモジャパン株式会社 パスルオキシメータ

225AABZX00088000 ＥＣＧ レコーダ ＰＭＰ－４００ パシフィックメディコ株式会社 ホルタ心電計

225AABZX00089000 電子内視鏡 ＥＣ－Ｌ５９０ＺＰ 富士フイルム株式会社 内視鏡

225ABBZX00103000 胆道ビデオスコープ ＯＬＹＭＰＵＳ ＣＨＦ－Ｙ０００８ オリンパスメディカルシステムズ株式会社 内視鏡

225ABBZX00105000 外科用Ｘ線テレビジョン装置 ＯＰＥＳＣＯＰＥ ＡＣＴＥＮＯ 株式会社島津製作所 診断用Ｘ線装置

225ABBZX00105000 外科用Ｘ線テレビジョン装置 ＯＰＥＳＣＯＰＥ ＡＣＴＥＮＯ 株式会社島津製作所 デジタル撮影装置

225ABBZX00107000 ＥＶＩＳ ＥＵＳ 内視鏡用超音波観測装置 ＯＬＹＭＰＵＳ ＥＵ－ＭＥ２ Ｐ
ＲＥＭＩＥＲ ＰＬＵＳ

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）

225ACBZX00037000 ＯＥＣ Ｂｒｉｖｏシリーズ ＧＥヘルスケア・ジャパン株式会社 診断用Ｘ線装置

225ACBZX00037000 デジタル撮影装置

225ADBZX00070000 長時間心電図記録器 ＲＡＣ－２５０３ カーディオメモリ 日本光電工業株式会社 ホルタ心電計

225ADBZX00071000 超音波画像診断装置 ＵＦ－４５０ＡＸ フクダ電子株式会社 超音波検査装置（Ⅰ）

225AGBZX00010000 アルファスティム Ｍ ジェイ・ワン・プロダクツ株式会社 低周波治療器

225AHBZX00010000 超音波診断装置 Ａ－Ｓｃａｎ Ｐｌｕｓ Ｃｏｎｎｅｃｔ カールツァイスメディテック株式会社 超音波検査装置（Ⅲ）

225AIBZX00031000 ＩｎＳｉｇｈｔ－ＦＤ ミニＣアーム Ｘ線診断装置 東洋メディック株式会社 診断用Ｘ線装置
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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)
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 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

20200BZZ00672000 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

20200BZZ00672000 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 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

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

20200BZZ00672000 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

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 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

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 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

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 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

21500BZY00462000 メラ ソフィット クリア 泉工医科工業株式会社 003 在宅寝たきり患者処置用気管内ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙｶﾃｰﾃﾙ (1) 一般型 ② ｶﾌなし気管切開ﾁｭｰﾌﾞ ¥4,240

21500BZY00462000 003 在宅寝たきり患者処置用気管内ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙｶﾃｰﾃﾙ (1) 一般型 ① ｶﾌ付き気管切開ﾁｭｰﾌﾞ ｱ ｶﾌ
上部吸引機能あり ⅰ 一重管

¥4,570

21500BZY00462000 003 在宅寝たきり患者処置用気管内ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙｶﾃｰﾃﾙ (1) 一般型 ① ｶﾌ付き気管切開ﾁｭｰﾌﾞ ｲ ｶﾌ
上部吸引機能なし ⅰ 一重管

¥3,630

21600BZY00063000 メラ ソフィット（気管切開チューブ） 泉工医科工業株式会社 003 在宅寝たきり患者処置用気管内ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙｶﾃｰﾃﾙ (1) 一般型 ① ｶﾌ付き気管切開ﾁｭｰﾌﾞ ｱ ｶﾌ
上部吸引機能あり ⅰ 一重管

¥4,570

21600BZY00063000 メラ ソフィット（気管切開チューブ） 泉工医科工業株式会社 003 在宅寝たきり患者処置用気管内ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙｶﾃｰﾃﾙ (1) 一般型 ① ｶﾌ付き気管切開ﾁｭｰﾌﾞ ｱ ｶﾌ
上部吸引機能あり ⅱ 二重管

¥6,110

21600BZY00063000 003 在宅寝たきり患者処置用気管内ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙｶﾃｰﾃﾙ (1) 一般型 ① ｶﾌ付き気管切開ﾁｭｰﾌﾞ ｲ ｶﾌ
上部吸引機能なし ⅰ 一重管

¥3,630

21600BZY00063000 003 在宅寝たきり患者処置用気管内ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙｶﾃｰﾃﾙ (1) 一般型 ① ｶﾌ付き気管切開ﾁｭｰﾌﾞ ｲ ｶﾌ
上部吸引機能なし ⅱ 二重管

¥6,160

21600BZY00063000 003 在宅寝たきり患者処置用気管内ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙｶﾃｰﾃﾙ (1) 一般型 ② ｶﾌなし気管切開ﾁｭｰﾌﾞ ¥4,240

22100BZX00365000 ＤＩＢ－ＰＣＡシステム 三矢メディカル株式会社 018 携帯型ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙPCA用装置 ¥1,220

222AABZX00087000 ソフィットフレックス 泉工医科工業株式会社 003 在宅寝たきり患者処置用気管内ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙｶﾃｰﾃﾙ (1) 一般型 ① ｶﾌ付き気管切開ﾁｭｰﾌﾞ ｱ ｶﾌ
上部吸引機能あり ⅰ 一重管

¥4,570

222AABZX00087000 003 在宅寝たきり患者処置用気管内ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙｶﾃｰﾃﾙ (1) 一般型 ① ｶﾌ付き気管切開ﾁｭｰﾌﾞ ｲ ｶﾌ
上部吸引機能なし ⅰ 一重管

¥3,630

222AABZX00087000 003 在宅寝たきり患者処置用気管内ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙｶﾃｰﾃﾙ (1) 一般型 ② ｶﾌなし気管切開ﾁｭｰﾌﾞ ¥4,240

222AABZX00087000 ソフィットフレックス 泉工医科工業株式会社 003 在宅寝たきり患者処置用気管内ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙｶﾃｰﾃﾙ (1) 一般型 ② ｶﾌなし気管切開ﾁｭｰﾌﾞ ¥4,240

22400BZX00076000 メラエクセライン回路ＴＰＣ 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

22400BZX00080000 Ａｓｓｏｃｉａスパイナルシステム 京セラメディカル株式会社 064 脊椎固定用材料 (4) 椎体ﾌｯｸ ¥73,700

22400BZX00080000 064 脊椎固定用材料 (7) 脊椎ｺﾈｸﾀｰ ¥46,400

224AABZX00193000 ニュートリフロー フィーディング チューブ 日本コヴィディエン株式会社 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 ③ 経腸栄養用 ¥1,630

224AABZX00193000 026 栄養ｶﾃｰﾃﾙ (1) 経鼻用 ③ 経腸栄養用 ¥1,630

22400BZX00284000 SternaLock Blu システム 株式会社メディカルユーアンドエイ 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

22400BZX00284000 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） ¥30,400

22400BZX00413000 メドトロニック Reveal XT 日本メドトロニック株式会社 155 植込型心電図記録計 ¥415,000

22400BZX00460000 SNaP 陰圧閉鎖療法システム センチュリーメディカル株式会社 159 局所陰圧閉鎖処置用材料 1㎠当たり\25

22500BZX00123000 ロックバンド 株式会社秋山製作所 075 固定用金属線 (1) 金属線 ③ ﾊﾞﾝﾄﾞ 1㎝当たり\232

22500BZX00125000 ブレンド－Ｅ ＸＬ ＴＨＡライナ ナカシマメディカル株式会社 057 人工股関節用材料 (1) 骨盤側材料 ⑤ ﾗｲﾅｰ(Ⅲ) ¥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25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)

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25年7月1日

22500BZX00131000 ＰＲＯＣＯＴＹＬ
 ®
－ＣＡ－ＣＬＡＳＳ アセタブラーカップ ライト・メディカル・ジャパン株式会社 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 ｱ ｶｯﾌﾟ･ﾗｲﾅｰ一体型(Ⅱ) ¥87,900

22500BZX00131000 ＰＲＯＣＯＴＹＬ
 ®
－ＣＡ－ＣＬＡＳＳ アセタブラーカップ ライト・メディカル・ジャパン株式会社 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 ｱ ｶｯﾌﾟ･ﾗｲﾅｰ一体型(Ⅱ) ¥87,900

22500BZX00153000 ＫＣライナーＧＰ 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 ④ ﾗｲﾅｰ(Ⅰ) ¥56,100

22500BZX00164000 ＡＴＴＵＮＥ ＰＳ ＦＩＸＥＤ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 (5) ｲﾝｻｰﾄ(Ⅱ) ¥77,400

22500BZX00178000 ＫＣメタルヘッド 京セラメディカル株式会社 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) ¥102,000

22500BZX00188000 ＭＩＳＩＬ ＰＥＥＫケージ 京セラ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

22500BZX00205000 Ｎｉｔｉ－Ｓ 食道用シリコーンカバードステント センチュリーメディカル株式会社 095 食道用ｽﾃﾝﾄ ¥130,000

22500BZX00207000 ＮＡＶＩＤ システム 株式会社メディカルユーアンドエイ 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 ｱ 骨延長用 ¥118,000

22500BZX00208000 ＰＥＥＫ コークスクリュー ＦＴアンカー Ａｒｔｈｒｅｘ Ｊａｐａｎ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
(ｽｸﾘｭｰ型)

¥34,300

22500BZX00214000 ＡＰＴＵＳハンドシステム 株式会社エム・イー・システム 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) ① 標準型 ¥6,440

22500BZX00214000 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

22500BZX00214000 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

22500BZX00214000 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

22500BZX00217000 Ｅｖｅｒａ ＩＣＤシリーズ 日本メドトロニック株式会社 117 植込型除細動器 (2) 植込型除細動器(Ⅲ型) ¥3,000,000

22500BZX00217000 Ｅｖｅｒａ ＩＣＤシリーズ 日本メドトロニック株式会社 117 植込型除細動器 (4) 植込型除細動器(Ⅴ型) ¥3,060,000

22500BZX00218000 バスクテックＳＥＡＬＰＴＦＥ人工血管Ｗｒａpped テルモ株式会社 134 人工血管 (1) 永久留置型 ② 小血管用 ｱ 標準型 ⅰ 外部ｻﾎﾟｰﾄあり 1㎝当たり\3,070

22500BZX00218000 134 人工血管 (1) 永久留置型 ② 小血管用 ｱ 標準型 ⅱ 外部ｻﾎﾟｰﾄなし 1㎝当たり\2,250

22500BZX00219000 バスクテックＴａｐｅｒｆｌｏ人工血管Ｗｒａpped テルモ株式会社 134 人工血管 (1) 永久留置型 ② 小血管用 ｱ 標準型 ⅱ 外部ｻﾎﾟｰﾄなし 1㎝当たり\2,250

22500BZX00222000 Ｎｉｔｉ－Ｓ 大腸用ステント センチュリーメディカル株式会社 157 消化管用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ ¥258,000

22500BZX00225000 ポラリス ５．５ ＣｏＣｒロッド バイオメット・ジャパン株式会社 064 脊椎固定用材料 (1) 脊椎ﾛｯﾄﾞ ¥45,300

22500BZX00226000 ＳＴ２チタンプレート 株式会社ベアーメディック 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

22500BZX00226000 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 ⅱ ﾒｯｼｭ
型

¥81,900

22500BZX00226000 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 ｴ 頭蓋骨閉鎖用 ⅰ ﾊﾞｰﾎｰﾙ型 ¥18,200

22500BZX00227000 ＧＭＫ セメンテッド人工膝関節システム メダクタジャパン株式会社 058 人工膝関節用材料 (1) 大腿骨側材料 ② 全置換用材料(Ⅱ) ¥275,000

22500BZX00227000 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

22500BZX00227000 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

22500BZX00227000 058 人工膝関節用材料 (4) ｲﾝｻｰﾄ(Ⅰ) ¥61,300

22500BZX00227000 059 ｵﾌﾟｼｮﾝ部品 (2) 人工膝関節用部品 ¥65,400

22500BZX00228000 ナカシマ 下肢用骨端プレート （Ｔｉ） ナカシマメディカル株式会社 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

22500BZX00229000 ＧＭＫ セメンテッド人工膝関節システム Ｐ．Ｓ． メダクタジャパン株式会社 058 人工膝関節用材料 (1) 大腿骨側材料 ② 全置換用材料(Ⅱ) ¥275,000

22500BZX00229000 ＧＭＫ セメンテッド人工膝関節システム Ｐ．Ｓ． メダクタジャパン株式会社 058 人工膝関節用材料 (1) 大腿骨側材料 ② 全置換用材料(Ⅱ) ¥275,000

22500BZX00229000 058 人工膝関節用材料 (4) ｲﾝｻｰﾄ(Ⅰ) ¥61,300

22500BZX00230000 ＪＯＵＲＮＥＹ ＵＮＩ ティビアルコンポーネント スミス・アンド・ネフュー オーソペディックス株式会社 058 人工膝関節用材料 (2) 脛骨側材料 ④ 片側置換用材料(Ⅱ) ¥121,000

22500BZX00230000 058 人工膝関節用材料 (4) ｲﾝｻｰﾄ(Ⅰ) ¥61,300

22500BZX00231000 ＴｒａｕｍａＯｎｅ システム１ 株式会社メディカルユーアンドエイ 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) ¥3,610

22500BZX00231000 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

22500BZX00231000 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 ¥69,500

22500BZX00232000 ＴｒａｕｍａＯｎｅ システム２ 株式会社メディカルユーアンドエイ 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

22500BZX00232000 ＴｒａｕｍａＯｎｅ システム２ 株式会社メディカルユーアンドエイ 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
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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25年7月1日

22500BZX00237000 Ｔ２足関節用ネイル 日本ストライカー株式会社 073 髄内釘 (1) 髄内釘 ② 横止め型 ¥164,000

22500BZX00238000 ＤＴＳ上腕骨近位端用ロッキングプレートシステム 株式会社エム・イー・システム 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) ① 標準型 ¥6,440

22500BZX00238000 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

22500BZX00240000 テンドリル ＭＲＩ 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 ｱ 標準型 ¥132,000

22500BZX00240A01 テンドリル ＭＲＩ Ｊ 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 ｱ 標準型 ¥132,000

22500BZX00242000 アクセント ＭＲＩ ＲＦ 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) ② MRI対応型 ¥1,050,000

22500BZX00242A01 ニュアンス ＭＲＩ ＲＦ 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) ② MRI対応型 ¥1,050,000

22500BZX00246000 ユニバーサル ニューロ３ 日本ストライカー株式会社 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) ¥3,610

22500BZX00246000 ユニバーサル ニューロ３ 日本ストライカー株式会社 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) ¥3,610

22500BZX00246000 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

22500BZX00246000 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 ⅱ ﾒｯｼｭ
型

¥81,900

22500BZX00246000 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 ｴ 頭蓋骨閉鎖用 ⅰ ﾊﾞｰﾎｰﾙ型 ¥18,200

22500BZX00247000 ユニバーサル ニューロ３プラス 日本ストライカー株式会社 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 ⅱ ﾒｯｼｭ
型

¥81,900

22500BZX00247000 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 ｴ 頭蓋骨閉鎖用 ⅰ ﾊﾞｰﾎｰﾙ型 ¥18,200

225ABBZX00097000 ネフロマックス 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 135 尿路拡張用ｶﾃｰﾃﾙ (2) 腎瘻用 ¥43,100

225ACBZX00022000 ネフロストミーキット クリエートメディック株式会社 031 腎瘻又は膀胱瘻用ｶﾃｰﾃﾙ及びｶﾃｰﾃﾙｾｯﾄ (1) 腎瘻用ｶﾃｰﾃﾙ ② ﾋﾟｯｸﾞﾃｲﾙ型 ¥5,710

225ACBZX00022000 031 腎瘻又は膀胱瘻用ｶﾃｰﾃﾙ及びｶﾃｰﾃﾙｾｯﾄ (1) 腎瘻用ｶﾃｰﾃﾙ ③ ﾏﾚｺ型 ¥6,220

225ACBZX00022000 ネフロストミーキット クリエートメディック株式会社 031 腎瘻又は膀胱瘻用ｶﾃｰﾃﾙ及びｶﾃｰﾃﾙｾｯﾄ (1) 腎瘻用ｶﾃｰﾃﾙ ⑤ 腎盂ﾊﾞﾙｰﾝ型 ¥2,410

225ACBZX00022000 031 腎瘻又は膀胱瘻用ｶﾃｰﾃﾙ及びｶﾃｰﾃﾙｾｯﾄ (3) 造設用ｾｯﾄ ¥17,700

225ACBZX00022000 031 腎瘻又は膀胱瘻用ｶﾃｰﾃﾙ及びｶﾃｰﾃﾙｾｯﾄ (4) 交換用ｾｯﾄ ¥9,370

225AFBZX00060000 ＢＤ ネクシーバ ディフュージックス 日本ベクトン・ディッキンソン株式会社 009 血管造影用ｶﾃｰﾃﾙ (1) 一般用 ¥2,880
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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)
22400BZX00356000 ナトレル １３３ ティッシュ・エキスパンダー アラガン・ジャパン株式会社 139 組織拡張器 (2) 乳房用 ¥32,100

22400BZX00362000 カネカエクスチェンジデバイスCO-N１ 株式会社カネカ 133 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ (19) 冠動脈ｶﾃｰﾃﾙ交換用ｶﾃｰﾃﾙ ¥19,100

22400BZX00486000 5019型DF4ヘッダ用High Voltageスプリッタキット 日本メドトロニック株式会社 118 植込型除細動器用ｶﾃｰﾃﾙ電極 (3) ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ ¥256,000

22400BZX00516000 カワスミＮａｊｕｔａ胸部ステントグラフトシステム 川澄化学工業株式会社 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) ② 血管分岐部対応型 ¥1,970,000

22500BZX00037000 SURESHOT ディスタルターゲティングシステム スミス・アンド・ネフュー オーソーペディックス株式会
社

073 髄内釘 (4) 位置情報表示装置(ﾌﾟﾛｰﾌﾞ･ﾄﾞﾘﾙ) ¥22,400

22500BZX00048000 エヴィア-Tシリーズ Pro バイオトロニックジャパン株式会社 112 ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ (1) ｼﾝｸﾞﾙﾁｬﾝﾊﾞ ② MRI対応型 ¥781,000

22500BZX00049000 エヴィアシリーズ Pro バイオトロニックジャパン株式会社 112 ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ (1) ｼﾝｸﾞﾙﾁｬﾝﾊﾞ ② MRI対応型 ¥781,000

22500BZX00068000 Ｅｘｃｅｅｄ ＡＢＴ Ｅ１ セメンテッドカップ バイオメット・ジャパン株式会社 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 ｲ ｶｯﾌﾟ･ﾗｲﾅｰ一体型(Ⅲ) ¥94,200

22500BZX00071000 X３ リムフィットカップ 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 ③ ｶｯﾌﾟ･ﾗｲﾅｰ一体型 ｲ ｶｯﾌﾟ･ﾗｲﾅｰ一体型(Ⅲ) ¥94,200

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)
22400BZX00354000 ナトレル ブレスト・インプラント アラガン・ジャパン株式会社 181 人工乳房 ¥69,400

22400BZX00460000 SNaP 陰圧閉鎖療法システム センチュリーメディカル株式会社 180 陰圧創傷治療用カートリッジ ¥21,000

22500BZX00106000 神経再生誘導チューブ ナーブリッジ 東洋紡株式会社 178 神経再生誘導材 ¥388,000

22500BZX00015000 気管支充填材 ＥＷＳ 原田産業株式会社 179 気管支用充填材 ¥7,400

22400BZX00264000 PEM Flex Solo Ⅱ PET スキャナー セティ株式会社

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25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
224ALBZX00032000 歯科用デジタルセンサ Ｅｚ ｓｅｎsor Ｐ 株式会社バテックジャパン 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)
225AKBZX00058000 ソニン 株式会社歯愛メディカル 035 硬質ﾚｼﾞﾝ歯 前歯用 6本1組\593

225AKBZX00058000 036 硬質ﾚｼﾞﾝ歯 臼歯用 8本1組\773

225AKBZX00059000 カイジン 株式会社歯愛メディカル 035 硬質ﾚｼﾞﾝ歯 前歯用 6本1組\593

225AKBZX00059000 036 硬質ﾚｼﾞﾝ歯 臼歯用 8本1組\773

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25年7月1日

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25年7月1日

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25年7月1日
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