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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5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

21600BZY00488000 カーディオソフト ＥＣＧ ＧＥ ヘルスケア・ジャパン株式会社 Ｔ波オルタナンス心電図

218AIBZX00070000 呼気ガス代謝モニター Ｃｐｅｘ－１ インターリハ株式会社 基礎代謝測定装置

220AIBZX00005000 ハイデルベルグスペクトラリス ジャパンフォーカス株式会社 眼底カメラ（Ⅲ）

22100BZX01049000 ｄａＶｉｎｃｉ 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

22200BZX00885000 パワーポート ＭＲＩ ｉｓｐ 株式会社メディコン 植込型医薬品注入器

22300BZX00398000 トップシリンジポンプ ＴＯＰ－５５２０ 株式会社トップ 精密持続点滴装置

22300BZX00398000 注入ポンプ（Ⅲ）

22300BZX00398000 麻酔用精密持続注入器

22300BZX00457000 ナハリ　レーザ血流計 ＮＬ－１０１ 株式会社パラマ・テック 体液量等測定装置（Ⅴ）

22300BZX00464000 アルコン エクスプレス 緑内障フィルトレーションデバイス 日本アルコン株式会社 緑内障治療用インプラント

22400BZI00002000 光凝固装置 Ｑｕａｎｔｅｌ Ｍｅｄｉｃａｌ Ｓｕｐｒａ ５７７．Ｙ 興和株式会社 眼科用光凝固装置

22400BZX00083000 ［１３Ｎ］アンモニア合成装置（Ｌａｂ－ＣＵＢＥ ＮＨ３） ＪＦＥテクノス株式会社 アンモニア合成装置

22400BZX00103000 眼科手術装置 ＣＶ－９０００ 株式会社ニデック 超音波白内障手術装置

22400BZX00086000 人工呼吸器 ＭＯＮＮＡＬ Ｔ７５ アコマ医科工業株式会社 人工呼吸器

22400BZX00110000 メラ吸入麻酔システム ＰＩＸＹＳ 泉工医科工業株式会社 麻酔器 （Ⅱ）

22400BZX00116000 Ｉｎｆｉｎｉｔｙ ＡＣＳ Ｍ５４０ 患者モニター ドレーゲル・メディカル ジャパン株式会社 モニタ

22400BZX00116000 体液量等測定装置（Ⅰ）

22400BZX00123000 オスピカ ＰＡＣＥ３００ 平和物産株式会社 体外型心臓ペースメーカ

224AABZX00052000 ＡＴ ミニ Ⅱ 伊藤超短波株式会社 低周波治療器

224AABZX00053000 ソニックタイザー ＳＺ－１００ ミナト医科学株式会社 超音波治療器

224AABZX00054000 ソニックタイザー ＳＺ－１０１ ミナト医科学株式会社 超音波治療器

224AABZX00055000 ソニックタイザー ＳＺ－１０３ ミナト医科学株式会社 超音波治療器

224ABBZX00038000 十二指腸ビデオスコープ ＯＬＹＭＰＵＳ ＴＪＦ ＴＹＰＥ Ｙ００２４ オリンパスメディカルシステムズ株式会社 内視鏡

224ABBZX00039000 十二指腸ビデオスコープ ＯＬＹＭＰＵＳ ＴＪＦ ＴＹＰＥ Ｙ００１８ オリンパスメディカルシステムズ株式会社 内視鏡

224ABBZX00049000 多用途細径ビデオスコープ ＯＬＹＭＰＵＳ ＣＨＦ ＴＹＰＥ Ｙ０００６ オリンパスメディカルシステムズ株式会社 内視鏡

224ABBZX00054000 汎用超音波画像診断装置 ＬＯＧＩＱ Ｓ７ ＧＥ ヘルスケア・ジャパン株式会社 超音波検査装置（Ⅱ）

224ACBZX00008000 全身用Ｘ線ＣＴ診断装置 Ｂｒｉｖｏ ＣＴ３８５ ＧＥ ヘルスケア・ジャパン株式会社 ＣＴ撮影装置

224ACBZX00010000 移動型汎用Ｘ線診断装置 Ｂｒｉｖｏ ＸＲ ＧＥ ヘルスケア・ジャパン株式会社 診断用Ｘ線装置

224ACBZX00011000 移動型汎用Ｘ線診断装置 Ｏｐｔｉｍａ ＸＲ ＧＥ ヘルスケア・ジャパン株式会社 診断用Ｘ線装置

224ADBZX00043000 Ｅｓｓｅｎｔｉａｌ 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

224AFBZX00044000 ルームサンソ５ アスペン 日本ルフト株式会社 酸素供給装置（Ⅰ）

224AGBZX00030000 無拘束睡眠時無呼吸検査装置 Ｋｅｎｚ スリープレコーダ ＳＤ－１０
２

株式会社スズケン 終夜睡眠診断装置（Ⅰ－２）

224AIBZX00013000 磁気刺激装置 マグプロシステム インターリハ株式会社 筋電計（Ⅱ）

224AIBZX00016000 アキュソン Ｓ３０００ 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）

224AIBZX00017000 ＮＡＯＭＩ－ＣＴシリーズ 株式会社アールエフ ＣＴ撮影装置

224AKBZX00009000 アイケア ＰＲＯ 株式会社エムイーテクニカ 眼圧計

224AKBZX00010000 アイケア ＯＮＥ 株式会社エムイーテクニカ 眼圧計

21300BZY00199000 マルケットＣＡＳＥシリーズ ＧＥ ヘルスケア・ジャパン株式会社 Ｔ波オルタナンス心電図
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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)
15700BZY01343000 ＣＡＰＤシステム バクスター株式会社 053 腹膜透析液交換ｾｯﾄ (1) 交換ｷｯﾄ ¥538

16300BZY00986000 バクスターインフューザー バクスター株式会社 019 携帯型ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ (1) 一般型 ② 化学療法用 ¥3,510

16300BZY00986000 007 携帯型ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ (2) 化学療法用 ¥3,590

16300BZZ00956000 ＣＡＰＤバッグ交換セット 株式会社ジェイ・エム・エス 053 腹膜透析液交換ｾｯﾄ (1) 交換ｷｯﾄ ¥538

20200BZY00463000 ＣＡＰＤ ＵＶ フラッシュセット バクスター株式会社 053 腹膜透析液交換ｾｯﾄ (1) 交換ｷｯﾄ ¥538

20300BZZ00452000 シュアーフューザーＡ ニプロ株式会社 007 携帯型ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ (1) 一般用 ¥3,500

20300BZZ00452000 007 携帯型ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ (2) 化学療法用 ¥3,590

20300BZZ00452000 019 携帯型ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ (1) 一般型 ① 一般用 ¥3,330

20300BZZ00452000 019 携帯型ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ (1) 一般型 ② 化学療法用 ¥3,510

20600BZY00035000 インターメイト バクスター株式会社 007 携帯型ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ (2) 化学療法用 ¥3,590

20600BZY00035000 008 携帯型ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ ¥3,590

20600BZY00035000 019 携帯型ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ (1) 一般型 ② 化学療法用 ¥3,510

20600BZZ00638000 アトム栄養カテーテル アトムメディカル株式会社 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 ② 乳幼児用 ｱ 一般型 ¥90

20600BZZ01302000 ベセルフューザー オーベクス株式会社 007 携帯型ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ (1) 一般用 ¥3,500

20600BZZ01302000 019 携帯型ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ (1) 一般型 ① 一般用 ¥3,330

20900BZZ00790A01 リングピン（滅菌品） ナカシマメディカル株式会社 076 固定用金属ﾋﾟﾝ (2) 一般用 ② ﾘﾝｸﾞ型 ¥531

21000BZZ00218000 ＡＰＤ回路 ＰＤ－Ｍｉｎｉ 株式会社ジェイ・エム・エス 053 腹膜透析液交換ｾｯﾄ (1) 交換ｷｯﾄ ¥538

21600BZY00181000 ＵＶ ＡＰＤキット バクスター株式会社 053 腹膜透析液交換ｾｯﾄ (1) 交換ｷｯﾄ ¥538

21600BZY00221000 ペインブロッカーポンプ クリエートメディック株式会社 007 携帯型ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ (2) 化学療法用 ¥3,590

21600BZY00221000 019 携帯型ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ (1) 一般型 ② 化学療法用 ¥3,510

21600BZZ00127A02 ＨＡＩネイル・プラス 株式会社ホムズ技研 073 髄内釘 (2) 横止めｽｸﾘｭｰ ② 大腿骨頸部型 ¥54,000

21600BZZ00477000 ＪＭＳ ＰＤキャップキット Ｓ 株式会社ジェイ・エム・エス 053 腹膜透析液交換ｾｯﾄ (1) 交換ｷｯﾄ ¥538

21700BZZ00471000 マイクロカテーテル２ 株式会社ハイレックスコーポレーション 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

21900BZX00720000 オキシアＩＣ 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) (2) 体外循環型(ﾘｻﾞｰﾊﾞｰ機能なし) ② 低体重者･小児用 ¥132,000

219AABZX00169000 アトム栄養カテーテルＴ アトムメディカル株式会社 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 ② 乳幼児用 ｲ 非DEHP型 ¥140

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) (2) 体外循環型(ﾘｻﾞｰﾊﾞｰ機能なし) ① 一般用 ¥113,000

22100BZX00959000 124 ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙ人工肺(膜型肺) (2) 体外循環型(ﾘｻﾞｰﾊﾞｰ機能なし) ② 低体重者･小児用 ¥132,000

221AIBZX00033000 ＲＵＳＣＨ 気管チューブ テレフレックスメディカルジャパン株式会社 027 気管内ﾁｭｰﾌﾞ (2) ｶﾌなし ¥618

221AIBZX00033000 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

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

22300BZX00251000 125 遠心式体外循環用血液ﾎﾟﾝﾌﾟ (1) 一般型 ② 抗血栓性なし ¥54,600

22300BZX00251000 127 人工心肺回路 (5) 分離体外循環回路 ¥47,100

223AIBZX00052000 ＲＵＳＣＨ スパイラル気管チューブ テレフレックスメディカルジャパン株式会社 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

22400BZI00004000 メドエル人工内耳 ＳＯＮＡＴＡＴＩ１００ メドエルジャパン株式会社 090 人工内耳用材料 (1) 人工内耳用ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(電極及び受信-刺激器) ¥1,580,000

22400BZX00067000 カネカＰＴＡカテーテル ＰＥ－Ｒ４ 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 ｲ 特殊型 ¥103,000

22400BZX00068000 サウンドスターＳＨ ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 168 心腔内超音波ﾌﾟﾛｰﾌﾞ (2) 磁気ｾﾝｻｰ付き ¥320,000

22400BZX00075000 インプレスカテーテル スーガン株式会社 009 血管造影用ｶﾃｰﾃﾙ (1) 一般用 ¥2,880

22400BZX00076000 メラエクセライン回路ＴＰＣ 泉工医科工業株式会社 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

22400BZX00076000 124 ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙ人工肺(膜型肺) (3) 補助循環型 ② 低体重者･小児用 ¥155,000

22400BZX00076000 124 ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙ人工肺(膜型肺) (3) 補助循環型 ① 一般用 ¥154,000

22400BZX00076000 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) ② 低体重者･小児用 ¥142,000

22400BZX00076000 125 遠心式体外循環用血液ﾎﾟﾝﾌﾟ (1) 一般型 ② 抗血栓性なし ¥54,600

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5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5月1日

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 (1) ﾒｲﾝ回路 ② 抗血栓性なし ¥136,000

22400BZX00076000 127 人工心肺回路 (6) 個別機能品 ③ ﾊｰﾄﾞｼｪﾙ静脈ﾘｻﾞｰﾊﾞｰ ¥35,100

22400BZX00076000 127 人工心肺回路 (6) 個別機能品 ⑤ ﾗｲﾝﾌｨﾙﾀｰ ¥18,400

22400BZX00076000 127 人工心肺回路 (6) 個別機能品 ⑦ 血液学的ﾊﾟﾗﾒｰﾀｰ測定用ｾﾙ ¥17,100

22400BZX00076000 127 人工心肺回路 (6) 個別機能品 ⑨ 安全弁 ¥5,840

22400BZX00079000 テガダーム フォーム ドレッシング スリーエム ヘルスケア株式会社 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\12

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 (1) 脊椎ﾛｯﾄﾞ ¥49,000

22400BZX00080000 064 脊椎固定用材料 (8) ﾄﾗﾝｽﾊﾞｰｽ固定器 ¥66,500

22400BZX00080000 064 脊椎固定用材料 (6) 脊椎ｽｸﾘｭｰ(可動型) ¥103,000

22400BZX00080000 064 脊椎固定用材料 (5) 脊椎ｽｸﾘｭｰ(固定型) ¥80,900

22400BZX00085000 プリズマフレックスＨＦ ガンブロ株式会社 040 人工腎臓用特定保険医療材料(回路を含む｡) (4) 持続緩徐式血液濾過器 ¥25,800

22400BZX00090000 Ｃｏｌｕｍｂｕｓ トータルニーシステム（セメントレス） ビー・ブラウンエースクラップ株式会社 058 人工膝関節用材料 (1) 大腿骨側材料 ① 全置換用材料(Ⅰ) ¥287,000

22400BZX00090000 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

22400BZX00091000 ＯＳＲプレート 京セラメディカル株式会社 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

22400BZX00091000 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

22400BZX00101000 Ｑｕａｄｒａ－Ｓ セメントレス ステム メダクタジャパン株式会社 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

22400BZX00102000 トレスルホン ＴＤＦ 東レ株式会社 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

22400BZX00104000 サステインＳＲ 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 ¥733,000

22400BZX00105000 ＡＭＩＳｔｅｍ－Ｃ セメンテッド ステム メダクタジャパン株式会社 057 人工股関節用材料 (2) 大腿骨側材料 ② 大腿骨ｽﾃﾑ(Ⅱ) ¥357,000

22400BZX00112000 コヨーテ 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 ｲ 特殊型 ¥103,000

22400BZX00113000 Ｆａｔｈｏｍ－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

22400BZX00115000 ターゴンＴＸネイルシステム ビー・ブラウンエースクラップ株式会社 073 髄内釘 (1) 髄内釘 ② 横止め型 ¥164,000

22400BZX00117000 ＢＯＮＡＳＴＥＮＴ 胆道ステントセット カバー無し 株式会社エムデイアイジャパン 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 の一部 ※

22400BZX00118000 ＢＯＮＡＳＴＥＮＴ 胆道ステントセット カバー付き 株式会社エムデイアイジャパン 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 ｱ ｶﾊﾞｰあり　の一部 ※

22400BZX00124000 ＶＡＬＩＡＮＴ胸部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 (3) 胸部大動脈用ｽﾃﾝﾄｸﾞﾗﾌﾄ(ﾒｲﾝ部分) ¥1,620,000

22400BZX00126000 ロゴス 株式会社カネカ 133 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ (6) ｵｸﾘｭｰｼﾞｮﾝｶﾃｰﾃﾙ ② 特殊型 ¥123,000

22400BZX00127000 セレクトラ バイオトロニ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 (2) 蛇行血管用 ¥3,860

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

22400BZX00129000 ムスタング２ 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 ¥54,100

22400BZX00130000 アキュイティ ウィスパー ビュウ 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

22400BZX00138000 Ｃｏｒｓａｉｒ コルセア ＰＶ 朝日インテック株式会社 133 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ (16) 狭窄部貫通用ｶﾃｰﾃﾙ ¥49,200

22400BZX00139000 ＢＡＲＤ ＵＬＴＲＡＶＥＲＳＥ ＰＴＡ バルーンカテーテル 株式会社メディコン 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

22400BZX00139000 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 ｲ 特殊型 ¥103,000

22400BZX00141000 バイオメット バイオロックス デルタ セラミックヘッド 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 ③ 大腿骨ｽﾃﾑﾍｯﾄﾞ ｲ 大腿骨ｽﾃﾑﾍｯﾄﾞ(Ⅱ) ¥125,000

22400BZX00144000 Ｃｏｏｋ ＣＸⅠ サポートカテーテル Ｃｏｏｋ Ｊａｐａｎ株式会社 133 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ (16) 狭窄部貫通用ｶﾃｰﾃﾙ ¥49,200

22400BZX00145000 ＸＩＥＮＣＥ ＰＲＩＭＥ 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

224AABZX00014000 サーフロー３ テルモ株式会社 020 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｶﾆｭｰﾚ型静脈内留置針 (2) 針刺し事故防止機構付加型 ¥100

224AABZX00015000 サーフローＶ３ テルモ株式会社 020 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｶﾆｭｰﾚ型静脈内留置針 (2) 針刺し事故防止機構付加型 ¥100

224AABZX00060000 気管切開チューブ フォルテグロウメディカル株式会社 038 気管切開後留置用ﾁｭｰﾌﾞ (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

224ABBZX00045000 カネカ ＥＰＢＣカテーテル ＤＩ－Ｗ１ 株式会社カネカ 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

224ADBZX00001000 メリット ミニアクセスキット スーガン株式会社 031 腎瘻又は膀胱瘻用ｶﾃｰﾃﾙ及びｶﾃｰﾃﾙｾｯﾄ (4) 交換用ｾｯﾄ ¥9,370

224ADBZX00001000 033 経皮的又は経内視鏡的胆管等ﾄﾞﾚﾅｰｼﾞ用ｶﾃｰﾃﾙｾｯﾄ (2) ﾂｰｽﾃｯﾌﾟ法･内外瘻法ｾｯﾄ ¥16,900

224ADBZX00035000 メピレックス ボーダー ライト メンリッケヘルスケア株式会社 101 皮膚欠損用創傷被覆材 (1) 真皮に至る創傷用 1㎠当たり\7

224AIBZX00020000 ウィングニードル 栃木精工株式会社 002 在宅中心静脈栄養用輸液ｾｯﾄ (2) 付属品 ① ﾌｰﾊﾞｰ針 ¥400

※　当該製品は、決定機能区分を満たす医療材料の一部であるため当該製品単体では算定できない。
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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)
21300BYZ00527000 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) 高速回転式経皮経管 ｱﾃﾚｸﾄﾐｰｶﾃｰﾃﾙ ¥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) 高速回転式経皮経管 ｱﾃﾚｸﾄﾐｰｶﾃｰﾃﾙ ¥223,000

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） 胸部大動脈用ｽﾃﾝﾄｸﾞﾗﾌﾄ用 ¥28,600

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5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5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

21400BZY00240000 プロマックス 株式会社ジーシー 歯科ＣＴ撮影装置

219AABZI00262000 ガリレオス シロナデンタルシステムズ株式会社 歯科ＣＴ撮影装置

219AFBZX00178000 プロマックス ２Ｄ／３Ｄ 株式会社ジーシー 歯科ＣＴ撮影装置

220AGBZX00277000 キンキコンビスキャン 株式会社近畿レントゲン工業社 歯科ＣＴ撮影装置

221AIBZX00026000 カボ３Ｄ カボデンタルシステムズジャパン株式会社 歯科ＣＴ撮影装置

221AIBZX00027000 ジェンデックス ＣＢ５００ カボデンタルシステムズジャパン株式会社 歯科ＣＴ撮影装置

222AABZI00193000 オーソフォス ＸＧ ３Ｄ シロナデンタルシステムズ株式会社 歯科ＣＴ撮影装置

222AFBZX00056000 プロマックス ３Ｄ Ｍａｘ 株式会社ジーシー 歯科ＣＴ撮影装置

223AFBZX00118000 プロマックス ３Ｄ Ｍｉｄ 株式会社ジーシー 歯科ＣＴ撮影装置

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ＣＴ撮影装置

224AKBZX00006000 ホワイトフォックス 白水貿易株式会社 歯科ＣＴ撮影装置

224AKBZX00011000 エックスショット 吉田精工株式会社 デンタルＸ線撮影装置

224ALBZX00002000 ピージーエー７３ピーゼット（ＰＧＡ－７３ＰＺ） 石福金属興業株式会社 広範囲顎骨支持型補綴用金属Ⅱ

224ALBZX00002A01 シリウスＩＴ 石福金属興業株式会社 広範囲顎骨支持型補綴用金属Ⅱ

224ALBZX00002A02 クリンデント ピージーエス・ピーエックス７３ 石福金属興業株式会社 広範囲顎骨支持型補綴用金属Ⅱ

224ALBZX00003000 リイブル 石福金属興業株式会社 広範囲顎骨支持型補綴用金属Ⅱ

224ALBZX00004000 ジュピターＨ 石福金属興業株式会社 広範囲顎骨支持型補綴用金属Ⅰ

224ALBZX00005000 ＩＦＫ ８８ジーアール 石福金属興業株式会社 広範囲顎骨支持型補綴用金属Ⅰ

224ALBZX00005A01 クリンデント ピージーピー・８８ゴールド 石福金属興業株式会社 広範囲顎骨支持型補綴用金属Ⅰ

224ALBZX00006000 ＩＦＫ ５２ダブリューエイチ 石福金属興業株式会社 広範囲顎骨支持型補綴用金属Ⅰ

224ALBZX00007000 ノリタケ Ｎ－３５Ｐ 石福金属興業株式会社 広範囲顎骨支持型補綴用金属Ⅰ

224ALBZX00008000 ピージーエー４５エルジー（ＰＧＡ－４５ＬＧ） 石福金属興業株式会社 広範囲顎骨支持型補綴用金属Ⅱ

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)
223AFBZX00184000 Ｐ．Ｄ．Ｒ．グラスアイオノマーセメントアリア クラレノリタケデンタル株式会社 047 歯科用合着･接着材料Ⅱ(粉末･液) 1g\103

223AFBZX00188000 シンシアブレース クラレノリタケデンタル株式会社 004 ﾀﾞｲﾚｸﾄﾎﾞﾝﾄﾞ用ﾌﾞﾗｹｯﾄ 1個\286

223AKBZX00026000 オパールアドヒーシブ 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

223AKBZX00213000 ビューティコア 株式会社松風 052 複合ﾚｼﾞﾝ 築造用(硬化後ﾌｨﾗｰ60%以上) 1g\268

224AFBZX00031000 ユニプラス 山八歯材工業株式会社 036 硬質ﾚｼﾞﾝ歯 臼歯用 8本1組\773

224AKBZX00005000 ビューティコアキット 株式会社松風 052 複合ﾚｼﾞﾝ 築造用(硬化後ﾌｨﾗｰ60%以上) 1g\268

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5月1日

5


	総－２－２　①【中医協提出版】20120501通知　別紙「保険適用一覧表」
	医科Ａ２新規

	総－２－２　②【中医協提出版】20120501通知　別紙「保険適用一覧表」
	医科Ｂ新規、医科Ｃ（暫定）

	総－２－２　③【中医協提出版】20120501通知　別紙「保険適用一覧表」
	医科Ｂ新規、医科Ｃ（暫定）

	総－２－２　④【中医協提出版】20120501通知　別紙「保険適用一覧表」
	歯科Ａ２、Ｂ新規


