
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8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

22000BZX01226000 インフィニティ Ｍ３００ ドレーゲル・メディカル ジャパン株式会社 モニタ

22300BZX00460000 Ｉｎｆｉｎｉｔｙ セントラルステーション ＩＣＳ ドレーゲル・メディカル ジャパン株式会社 モニタ

22300BZX00460000 体液量等測定装置（Ⅰ）

224ADBZX00147000 ネオパルス アトムメディカル株式会社 パスルオキシメータ

224ADBZX00148000 マターナルＳＩモニタ アトムメディカル株式会社 モニタ

224AIBZX00067000 イメージオックスＭＲＩパルスオキシメータ アイエヌティー株式会社 パスルオキシメータ

22500BZX00215000 ラピッドストランド 日本メジフィジックス株式会社 組織内照射線源

22500BZX00261000 コルビス ＳＴ 中央産業貿易株式会社 眼圧計

22500BZX00268000 ＲＥＭｓｔａｒ Ａｕｔｏ Ｓｙｓｔｅｍ Ｏｎｅ ６０ 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）

人工呼吸器

22500BZX00304000 ＥＮＤＯＣＡＰＳＵＬＥ 小腸用カプセル内視鏡 ＯＬＹＭＰＵＳ ＥＣ－Ｓ１０ オリンパスメディカルシステムズ株式会社 内視鏡

22500BZX00305000 ハートスタート ＸＬ＋ 除細動器

22500BZX00305000 心電計（Ⅰ）

22500BZX00305000 モニタ

225AABZX00101000 オステオトロンⅤ 伊藤超短波株式会社 超音波骨折治療器

225AABZX00107000 Ｅｓａｏｔｅ ＭＲ イメージング装置 Ｇ－ｓｃａn Ｂｒｉｏ 株式会社メディテックファーイースト ＭＲＩ装置

225AABZX00117000 汎用超音波画像診断装置 アキュソン Ｘ７００ シーメンス・ジャパン株式会社 超音波検査装置（Ⅱ）

225AABZX00118000 汎用超音波画像診断装置 アキュソン Ｐ３００ シーメンス・ジャパン株式会社 超音波検査装置（Ⅱ）

225AABZX00120000 スペキュラーマイクロスコープ ＳＰ－１Ｐ 株式会社トプコン 角膜内皮細胞検査装置

225ABBZX00066000 日立ＭＲイメージング装置 ＴＲＩＬＬＩＵＭ ＯＶＡＬ 株式会社日立メディコ ＭＲＩ装置

225ABBZX00085000 カーディサニー Ｃ３３０ フクダ エム・イー工業株式会社 心電計（Ⅱ）

225ABBZX00108000 ＥＶＩＳ ＥＵＳ 内視鏡用超音波観測装置 ＯＬＹＭＰＵＳ ＥＵ－ＭＥ２ 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）

225ABBZX00109000 ＥＶＩＳ ＥＵＳ 内視鏡用超音波観測装置 ＯＬＹＭＰＵＳ ＥＵ－ＭＥ２ ＰＲ
ＥＭＩＥＲ

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）

225ACBZX00048000 オーソスキャン ＦＤ ガデリウス・メディカル株式会社 診断用Ｘ線装置

225ACBZX00049000 オーソスキャン モービルＤＩ ガデリウス・メディカル株式会社 診断用Ｘ線装置

225AGBZX00044000 携帯型Ｘ線撮影装置 ＰＸ－１００ＣＡ 株式会社ケンコー・トキナー 診断用Ｘ線装置

225AIBZX00027000 アプノモニタ７ チェスト株式会社 終夜睡眠診断装置（Ⅰ）

225AIBZX00035000 汎用超音波画像診断装置 アキュソン Ｓ１０００ シーメンス・ジャパン株式会社 超音波検査装置（Ⅱ）

225AIBZX00036000 汎用超音波画像診断装置 アキュソン Ｓ３０００ シーメンス・ジャパン株式会社 超音波検査装置（Ⅱ）

225AKBZX00073000 ＫＡＲＬ ＳＴＯＲＺテレスコープシステムⅡ エム・シー・メディカル株式会社 内視鏡

225AABZI00090000 ガリレオス コンフォート プラス シロナデンタルシステムズ株式会社 ＣＴ撮影装置

株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン
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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)
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 ② 造影能強化型 ¥34,300

22200BZX00566000 メイラコンプレッションヒップスクリュー メイラ株式会社 062 大腿骨外側固定用内副子 (1) つばなしﾌﾟﾚｰﾄ(生体用合金Ⅰ) ¥55,800

22300BZX00055A01 ビジョンズＰＶ．０１４Ｐ ボルケーノ・ジャパン株式会社 007 血管内超音波ﾌﾟﾛｰﾌﾞ (2) 標準(Ⅱ) ¥115,000

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 ② ｶｰﾃﾞｨｵﾄﾐｰﾘｻﾞｰﾊﾞｰ ¥32,700

22400BZX00511000 ＣＯＯＫ Ｌｕｎｄｅｒｑｕｉｓｔ エクストラスティッフガイドワイヤ 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

22500BZI00011000 パラダイム ２ ＤＲ 日本ライフライン株式会社 117 植込型除細動器 (4) 植込型除細動器(Ⅴ型) ¥3,060,000

22500BZI00012000 パラダイム ２ ＣＲＴ－Ｄ 日本ライフライン株式会社 144 両室ﾍﾟｰｼﾝｸﾞ機能付き植込型除細動器 (1) 単極又は双極用 ¥4,090,000

22500BZI00013000 パラダイム ２ ＶＲ 日本ライフライン株式会社 117 植込型除細動器 (2) 植込型除細動器(Ⅲ型) ¥3,000,000

22500BZI00016000 ＨＬＳ ＵＮＩ エボリューション バイオジェネシス株式会社 058 人工膝関節用材料 (1) 大腿骨側材料 ⑤ 片側置換用材料(Ⅱ) ¥162,000

22500BZI00016000 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

22500BZX00114000 ＭｕｌｔｉＬｏｃ ヒューメラルネイルシステム（滅菌） シンセス株式会社 073 髄内釘 (1) 髄内釘 ② 横止め型 ¥164,000

22500BZX00169000 アデランテイントロデューサー 日本ライフライン株式会社 001 血管造影用ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ (2) 蛇行血管用 ¥3,860

22500BZX00201000 ＣＨＡＮＧＥＡ ＨＩＰステム 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 ① 大腿骨ｽﾃﾑ(Ⅰ) ｱ 標準型 ¥507,000

22500BZX00213000 ビゴン アンビリカル カテーテル ＰＶＣ 株式会社ビゴン・ジャポン 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 ｱ ｽﾙｰｻﾞｶﾆｭｰﾗ型 ¥1,670

22500BZX00221000 サージメッシュＸＢ 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 ③ 腹膜欠損用 1㎠当たり\394

22500BZX00239000 ＰＥＰＡヘモダイアフィルターＧＤＦ 日機装株式会社 040 人工腎臓用特定保険医療材料(回路を含む｡) (5) ﾍﾓﾀﾞｲｱﾌｨﾙﾀｰ ¥2,790

22500BZX00241000 アクセント ＭＲＩ 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 (1) ｼﾝｸﾞﾙﾁｬﾝﾊﾞ ② MRI対応型 ¥781,000

22500BZX00241000 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

22500BZX00241A01 ニュアンス ＭＲＩ 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

22500BZX00241A01 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

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 (1) ｼﾝｸﾞﾙﾁｬﾝﾊﾞ ② MRI対応型 ¥781,000

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 (1) ｼﾝｸﾞﾙﾁｬﾝﾊﾞ ② MRI対応型 ¥781,000

22500BZX00250000 ＳＵＰＥＲＮＡＩＬ ＧＴ システム 日本リマ株式会社 073 髄内釘 (1) 髄内釘 ③ 大腿骨頸部型 ¥171,000

22500BZX00250000 073 髄内釘 (2) 横止めｽｸﾘｭｰ ① 標準型 ¥16,900

22500BZX00250000 073 髄内釘 (2) 横止めｽｸﾘｭｰ ② 大腿骨頸部型 ¥42,600

22500BZX00257000 ｒＨｅａｄ ラディアルヘッド バイポーラ インプラント オリンパステルモバイオマテリアル株式会社 066 人工肘関節用材料 (3) 橈骨側材料 ¥214,000

22500BZX00265000 Ｐａｇｏｄａ スパイナル システム 株式会社日本エム・ディ・エム 064 脊椎固定用材料 (1) 脊椎ﾛｯﾄﾞ ¥45,300

22500BZX00265000 064 脊椎固定用材料 (5) 脊椎ｽｸﾘｭｰ(固定型) ¥75,500

22500BZX00265000 064 脊椎固定用材料 (6) 脊椎ｽｸﾘｭｰ(可動型) ¥103,000

22500BZX00265000 064 脊椎固定用材料 (7) 脊椎ｺﾈｸﾀｰ ¥46,400

22500BZX00265000 064 脊椎固定用材料 (8) ﾄﾗﾝｽﾊﾞｰｽ固定器 ¥66,500

22500BZX00266000 ＮＵＶＡＳＩＶＥ コバルトクロムロッド ５．５ｍｍ 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 ¥45,300

22500BZX00274000 オプティクロス超音波イメージングカテーテル ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 007 血管内超音波ﾌﾟﾛｰﾌﾞ (2) 標準(Ⅱ) ¥115,000

22500BZX00275000 ソリア ＪＴ バイオトロニックジャパン株式会社 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

22500BZX00278000 リゾリュートインテグリティ ＳＶ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

22500BZX00280000 ＭＯＪ２ システム シンセス株式会社 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 ⅰ ｽﾄﾚｰﾄ
型･異形型

¥13,900

22500BZX00282000 ハイテクニーⅡ脛骨ベースプレート ナカシマメディカル株式会社 058 人工膝関節用材料 (2) 脛骨側材料 ① 全置換用材料(Ⅰ) ｱ 標準型 ¥179,000

22500BZX00285000 オステオメド ＣＭＦⅡ プレートシステム 株式会社ユニメディック 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

22500BZX00285000 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

22500BZX00285000 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

22500BZX00285000 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

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8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8月1日

22500BZX00287000 リノックス スマート Ｐｒｏ Ｓ バイオトロニックジャパン株式会社 118 植込型除細動器用ｶﾃｰﾃﾙ電極 (1) 植込型除細動器用ｶﾃｰﾃﾙ電極(ｼﾝｸﾞﾙ) ¥926,000

22500BZX00288000 リノックス スマート Ｐｒｏ ＳＤ バイオトロニックジャパン株式会社 118 植込型除細動器用ｶﾃｰﾃﾙ電極 (1) 植込型除細動器用ｶﾃｰﾃﾙ電極(ｼﾝｸﾞﾙ) ¥926,000

22500BZX00289000 リノックス スマート Ｐｒｏ Ｓ ＤＸ バイオトロニックジャパン株式会社 118 植込型除細動器用ｶﾃｰﾃﾙ電極 (1) 植込型除細動器用ｶﾃｰﾃﾙ電極(ｼﾝｸﾞﾙ) ¥926,000

22500BZX00291000 コロックス Ｐｒｏ ＯＴＷ ＢＰ バイオトロニックジャパン株式会社 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

22500BZX00295A01 プロテゴ Ｐｒｏ ＳＤ バイオトロニックジャパン株式会社 118 植込型除細動器用ｶﾃｰﾃﾙ電極 (1) 植込型除細動器用ｶﾃｰﾃﾙ電極(ｼﾝｸﾞﾙ) ¥926,000

22500BZX00298000 アキュイティ カットアウェイ ガイディングカテーテル ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 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) ¥16,900

22500BZX00298000 アキュイティ カットアウェイ ガイディングカテーテル ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 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) ¥16,900

22500BZX00300000 ＥＰ診断カテーテル センチュリー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 ① 標準型 ¥72,800

22500BZX00300000 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

22500BZX00300000 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

22500BZX00301000 ビジョンズＰＶ．０３５ ボルケーノ・ジャパン株式会社 007 血管内超音波ﾌﾟﾛｰﾌﾞ (1) 標準(Ⅰ) ¥100,000

22500BZX00303000 カネカマイクロカテーテル Ｃ／Ｐ－Ｎ１ 株式会社カネカ 130 心臓手術用ｶﾃｰﾃﾙ (2) 冠動脈狭窄部貫通用ｶﾃｰﾃﾙ ¥46,500

22500BZX00303000 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 ¥46,400

22500BZX00304000 ＥＮＤＯＣＡＰＳＵＬＥ 小腸用カプセル内視鏡 ＯＬＹＭＰＵＳ ＥＣ－Ｓ１０ オリンパスメディカルシステムズ株式会社 148 ｶﾌﾟｾﾙ型内視鏡 ¥77,200

22500BZX00305000 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

22500BZX00307000 リライアンス ４－フロント Ｇ ＡＦｘ ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 118 植込型除細動器用ｶﾃｰﾃﾙ電極 (1) 植込型除細動器用ｶﾃｰﾃﾙ電極(ｼﾝｸﾞﾙ) ¥926,000

22500BZX00308000 リライアンス ４－フロント ＳＧ ＡＦｘ ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 118 植込型除細動器用ｶﾃｰﾃﾙ電極 (1) 植込型除細動器用ｶﾃｰﾃﾙ電極(ｼﾝｸﾞﾙ) ¥926,000

22500BZX00309000 ＸＩＥＮＣＥ Ｘｐｅｄｉｔｉｏｎ 薬剤溶出ステント アボット バスキュラー 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 ¥295,000

225AIBZX00040000 コアキス採石用バスケットカテーテル ガデリウス・メディカル株式会社 136 胆道結石除去用ｶﾃｰﾃﾙｾｯﾄ (3) 採石用ﾊﾞｽｹｯﾄｶﾃｰﾃﾙ ¥39,400
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薬事法承認番号 販売名 保険適用希望者 類似機能区分
暫定価格

(円)
22500BZX00128000 ブレンド-E XL バイポーラカップ ナカシマ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 ④ 人工骨頭用 ｲ ﾊﾞｲﾎﾟｰﾗｶｯﾌﾟ ¥127,000

22500BZX00223000 JOURNEY UNII ニーシステム スミス・アンド・ネフュー オーソーペディックス株式
会社

058 人工膝関節用材料 (1) 大腿骨側材料 ⑤ 片側置換用材料(Ⅱ) ¥162,000

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8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
225AABZI00090000 ガリレオス コンフォート プラス シロナデンタルシステムズ株式会社 歯科ＣＴ撮影装置

225AABZI00090000 パノラマ断層撮影装置

225AABZI00090000 歯科パノラマ断層撮影デジタル映像化処理装置

225AHBZX00012000 ムーブレイ 株式会社アイキャット デンタルＸ線撮影装置

225AHBZX00012000 歯科エックス線撮影デジタル映像化処理装置

225AKBZX00076000 ケラディスクチタン Ｔｉ－５ 株式会社歯愛メディカル 広範囲顎骨支持型補綴用金属Ⅲ

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)
22100BZI00015000 Ｏｓｓｔｅｍ インプラント 株式会社ＯＳＳＴＥＭ ＪＡＰＡＮ 024 ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ体 (1) 標準型(Ⅰ) ¥19,300

22100BZI00017000 Ｏｓｓｔｅｍ ヒーリング ABT 株式会社ＯＳＳＴＥＭ ＪＡＰＡＮ 025 暫間装着体 (1) 暫間装着体(Ⅰ) ¥6,730

22100BZI00017000 025 暫間装着体 (2) 暫間装着体(Ⅱ) ¥3,450

22100BZI00021000 Ｏｓｓｔｅｍ アバットメント 株式会社ＯＳＳＴＥＭ ＪＡＰＡＮ 027 ｱﾊﾞｯﾄﾒﾝﾄ (1) ｱﾊﾞｯﾄﾒﾝﾄ(Ⅰ) ¥13,500

22100BZI00021000 027 ｱﾊﾞｯﾄﾒﾝﾄ (4) ｱﾊﾞｯﾄﾒﾝﾄ(Ⅳ) ¥18,100

22300BZI00024000 ＧＳ Ｓｙｓｔｅｍ アバットメント 株式会社ＯＳＳＴＥＭ ＪＡＰＡＮ 025 暫間装着体 (3) 暫間装着体(Ⅲ) ¥5,260

22300BZI00024000 027 ｱﾊﾞｯﾄﾒﾝﾄ (1) ｱﾊﾞｯﾄﾒﾝﾄ(Ⅰ) ¥13,500

22300BZI00025000 ＧＳ Ｓｙｓｔｅｍ フィクスチャー 株式会社ＯＳＳＴＥＭ ＪＡＰＡＮ 025 暫間装着体 (1) 暫間装着体(Ⅰ) ¥6,730

22300BZI00025000 025 暫間装着体 (2) 暫間装着体(Ⅱ) ¥3,450

22400BZI00006000 ＴＳ ＳＡ フィクスチャー 株式会社ＯＳＳＴＥＭ ＪＡＰＡＮ 024 ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ体 (1) 標準型(Ⅰ) ¥19,300

225ACBZX00045000 デントクラフト キッズフレンズ 株式会社ヨシダ 049 歯科充填用材料 Ⅰ 1g\704

225AKBZX00022000 エイベックスＢＸバンド ＵＬＴＲＡＤＥＮＴ ＪＡＰＡＮ株式会 005 ﾁｭｰﾌﾞ 1個\422

225AKBZX00022000 002 歯科矯正用帯環 犬歯用及び臼歯用 1個\182

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8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8月1日
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