
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9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

21300BZZ00217000 ソノペット ＵＳＴ－２００１ ストライカー・メドテック株式会社 超音波手術器

21300BZZ00217000 超音波吸引器

218ACBZX00010000 パノーラ１８ 株式会社吉田製作所 ＣＴ撮影装置

22100BZX00017000 アイフューザー プラス 株式会社ジェイ・エム・エス 注入ポンプ（Ⅲ）

22100BZX00017000 精密持続点滴装置

22100BZX00017000 麻酔用精密持続注入器

22200BZI00015000 ＺＯＬＬ ＡＥＤ Ｐｌｕｓ 半自動除細動器 アドミス株式会社 除細動器

222AKBZX00143000 オキシウォッチ 株式会社小池メディカル パルスオキシメータ

223AGBZX00047000 ペンタックス ビデオ気管支スコープ ＥＢ－１９７５Ｋ ＨＯＹＡ株式会社 内視鏡

223AGBZX00256000 ペンタックス ビデオ超音波内視鏡 ＥＧ－３２７０ＵＫ ＨＯＹＡ株式会社 内視鏡

223AGBZX00046000 ペンタックス ビデオ気管支スコープ ＥＢ－１５７５Ｋ ＨＯＹＡ株式会社 内視鏡

22400BZI00007000 アイノフローＤＳ エア・ウォーター株式会社 一酸化窒素吸入療法機器

22400BZX00048000 ＵＮＩＱＵＥ 医療用リニアック 株式会社バリアンメディカルシステムズ 治療用粒子加速装置（Ⅱ）

22400BZX00048000 血液Ｘ線照射装置

22400BZX00223000 ミニ ペガソ エア・ウォーター株式会社 排痰補助装置

22400BZX00229000 テルフュージョン輸液ポンプＬＭ型 テルモ株式会社 精密持続点滴装置

22400BZX00229000 注入ポンプ（Ⅲ）

22400BZX00229000 麻酔用精密持続注入器

22400BZX00230000 テルフュージョン輸液ポンプＬＦ型 テルモ株式会社 精密持続点滴装置

22400BZX00230000 注入ポンプ（Ⅲ）

22400BZX00230000 麻酔用精密持続注入器

22400BZX00231000 テルフュージョンシリンジポンプＳＳ型 テルモ株式会社 精密持続点滴装置

22400BZX00231000 注入ポンプ（Ⅲ）

22400BZX00231000 麻酔用精密持続注入器

22400BZX00252000 スマートベンチレータ Ｖｉｖｏ ５０ チェスト株式会社 在宅人口呼吸器（Ⅰ）

22400BZX00252000 人工呼吸器

22400BZX00255000 マルチソース用イリジウム１９２線源 ユーロメディテック株式会社 組織内照射線源

22400BZX00269000 バイポーラＲＦＡシステム ＣｅｌｏｎＰＯＷＥＲ オリンパスメディカルシステムズ株式会社 ラジオ波手術器

224AABZX00013000 コンフォートカフ パシフィックメディコ株式会社 排痰補助装置

224AABZX00109000 ベッドサイドＳｐＯ２モニタリングシステム コヴィディエン ジャパン株式会社 パルスオキシメータ

224AABZX00120000 エアウェイスコープ ＡＷＳ－Ｓ１００Ｌ 株式会社ＭＩＣメディカル 内視鏡

224ABBZX00102000 内視鏡用超音波観測装置 ＥＵ－Ｙ０００５ 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）

224ABBZX00105000 ＥＶＩＳ ＬＵＣＥＲＡ ＥＬＩＴＥ 大腸ビデオスコープ ＯＬＹＭＰＵＳ ＰＣＦ－
Ｈ２９０ シリーズ

オリンパスメディカルシステムズ株式会社 内視鏡

224ABBZX00107000 ＥＶＩＳ ＬＵＣＥＲＡ ＥＬＩＴＥ 大腸ビデオスコープ ＯＬＹＭＰＵＳ ＣＦ－Ｈ
２９０ シリーズ

オリンパスメディカルシステムズ株式会社 内視鏡

224ABBZX00108000 大腸ビデオスコープ ＯＬＹＭＰＵＳ ＰＣＦ－Ｙ００４２－Ｉ オリンパスメディカルシステムズ株式会社 内視鏡

224ABBZX00109000 富士フイルム ＤＲ－ＩＤ ９００ 富士フイルム株式会社 デジタル撮影装置

224ABBZX00113000 ＥＶＩＳ ＬＵＣＥＲＡ ＥＬＩＴＥ 大腸ビデオスコープ ＯＬＹＭＰＵＳ ＣＦ－Ｈ
Ｑ２９０ シリーズ

オリンパスメディカルシステムズ株式会社 内視鏡

中医協 総－２－２

２４．１０．３１
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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9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

224ABBZX00115000 上部消化管汎用ビデオスコープ ＯＬＹＭＰＵＳ ＧＩＦ－Ｙ００５５ オリンパスメディカルシステムズ株式会社 内視鏡

224ABBZX00116000 上部消化管汎用ビデオスコープ ＯＬＹＭＰＵＳ ＧＩＦ－Ｙ００５７ オリンパスメディカルシステムズ株式会社 内視鏡

224ABBZX00117000 ＥＶＩＳ ＬＵＣＥＲＡ ＥＬＩＴＥ 上部消化管汎用ビデオスコープ ＯＬＹＭＰ
ＵＳ ＧＩＦ－Ｈ２９０

オリンパスメディカルシステムズ株式会社 内視鏡

224ADBZX00013000 ケーブルレス ＳｐＯ２ Ｐｏｄ 株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン パルスオキシメータ

224ADBZX00036000 ケーブルレス ＮｉＢＰ Ｐｏｄ 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

224ADBZX00068000 アトム光線治療器１０７ アトムメディカル株式会社 黄疸光線治療器

224AGBZX00059000 パルスオキシメータ オキシメイト Ｓ－１０１ ＯＸｉＭ株式会社 パルスオキシメータ

224AGBZX00064000 ＥＤＡＮ Ｈ１００Ｂ パルスオキシメータ ＯＸｉＭ株式会社 パルスオキシメータ

224ALBZX00022000 ライズトロン 株式会社テクノリンク 高周波治療器

224ALBZX00025000 オキシキッズ Ｓ－１０８ ＯＸｉＭ株式会社 パルスオキシメータ

224AMBZX00010000 補償光学網膜イメージングカメラ 株式会社バイタル 眼底カメラ（Ⅰ）
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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)
16000BZZ00018000 ＪＭＳ腹膜灌流セット 株式会社ジェイ・エム・エス 053 腹膜透析液交換ｾｯﾄ (2) 回路 ③ IPDｾｯﾄ ¥992

16000BZZ00018000 004 腹膜透析液交換ｾｯﾄ (2) 回路 ③ IPDｾｯﾄ ¥992

22300BZX00192000 ＴＭＰ ＳＧ バルーンカテーテル 株式会社東海メディカルプロダクツ 133 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ (3) PTAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ ④ 大動脈用ｽﾃﾝﾄｸﾞﾗﾌﾄ用 ｱ 血流遮断型(胸部及び
腹部)

¥65,900

22300BZX00402000 インセプタ ＩＣＤ ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 117 植込型除細動器 (4) 植込型除細動器(Ⅴ型) ¥3,060,000

22300BZX00411000 ウルゴチュール 日東電工株式会社 009 非固着性ｼﾘｺﾝｶﾞｰｾﾞ (2) 平坦部位用 ¥139

22300BZX00411000 103 非固着性ｼﾘｺﾝｶﾞｰｾﾞ (2) 平坦部位用 ¥139

22300BZX00467000 マツダイト 三洋化成工業株式会社 166 外科用接着用材料 1ｇ当たり\13,300

22400BZX00132000 キャプシュアー ＦＩＸ ＭＲＩリード 日本メドトロニック株式会社 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

22400BZX00191000 ニプロＰＴＡバルーンカテーテルＯＴＷ ニプロ株式会社 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

22400BZX00197000 デルタ ティーティー システム 日本リマ株式会社 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

22400BZX00197000 057 人工股関節用材料 (1) 骨盤側材料 ④ ﾗｲﾅｰ(Ⅰ) ¥56,100

22400BZX00228000 Ｅｌａｎｃｅ ＡＨＦＩＸ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

22400BZX00251000 パーキュフレックスヘリカル 尿管ステント ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 035 尿管ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ (1) 一般型 ② 異物付着防止型 ¥26,100

22400BZX00258000 ＯＩＣ ＰＥＥＫ ＬＥ 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

22400BZX00259000 ＨＴＯプレートシステム Ａｒｔｈｒｅｘ Ｊａｐａｎ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

22400BZX00259000 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

22400BZX00260000 ＨＥＬＩＸ－Ｒプレートシステム ニューベイシブジャパン株式会社 064 脊椎固定用材料 (2) 脊椎ﾌﾟﾚｰﾄ(S) ¥40,000

22400BZX00260000 064 脊椎固定用材料 (5) 脊椎ｽｸﾘｭｰ(固定型) ¥80,900

22400BZX00265000 リノックス スマート 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

22400BZX00275000 コンティニュームＩＴシェル＆Ｌｏｎｇｅｖｉｔｙ ＩＴライナー 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

22400BZX00276000 ＲＥＮＡＳＹＳ創傷治療システム スミス・アンド・ネフュー ウンド マネジメント株式会
社

159 局所陰圧閉鎖処置用材料 1㎠当たり\25

22400BZX00279000 ＨＥＡＬＩＸ Ｔｉ アンカー ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 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

22400BZX00281000 スカウトプロ ＡＣＳ 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

22400BZX00281000 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

22400BZX00282000 ＡＲＭＡＤＡ Ｄｅｆｏｒｍｉｔｙ スパイナルシステム 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

22400BZX00282000 064 脊椎固定用材料 (4) 椎体ﾌｯｸ ¥73,700

22400BZX00282000 064 脊椎固定用材料 (5) 脊椎ｽｸﾘｭｰ(固定型) ¥80,900

22400BZX00282000 064 脊椎固定用材料 (6) 脊椎ｽｸﾘｭｰ(可動型) ¥103,000

22400BZX00282000 064 脊椎固定用材料 (7) 脊椎ｺﾈｸﾀｰ ¥46,400

22400BZX00282000 064 脊椎固定用材料 (8) ﾄﾗﾝｽﾊﾞｰｽ固定器 ¥66,500

22400BZX00296000 スモール 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

22400BZX00285000 コヨーテ ＥＳ 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

224ABBZX00086000 ストーンコーン ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 137 腎･尿管結石除去用ｶﾃｰﾃﾙｾｯﾄ ¥34,900

224ADBZX00096000 テガダーム フォーム アドヒーシブ 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 (1) 真皮に至る創傷用 1㎠当たり\7

224AHBZX00026000 涙管･涙道チューブ Ｎ－ＳＴ カールツァイスメディテック株式会社 023 涙液･涙道ｼﾘｺﾝﾁｭｰﾌﾞ ¥19,600

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9月1日
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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)
22400BZX00131000 メドトロニック Ａｄｖｉｓａ ＭＲＩ 日本メドトロニック株式会社 112 ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ (6) ﾃﾞｭｱﾙﾁｬﾝﾊﾞ(Ⅳ型) ¥1,000,000

22400BZX00163000 サーモクール　スマートタッチ 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 ⑤ ｱﾌﾞﾚｰｼｮﾝ機能付き ¥371,000

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)
21100BZZ00687000 アダカラム 株式会社JＩMRO 049 白血球吸着用材料 (1)一般用 ¥120,000

22400BZX00032000 心腔内除細動マルチカテーテル 日本ライフライン株式会社 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 ③ 房室弁輪部型 ¥219,000

「アダカラム」の留意事項

「心腔内除細動マルチカテーテル」の留意事項

それぞれの手術の所定点数に含まれ、別に算定できない。

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9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24年9月１日

　本品は薬物療法が無効又は適用できない、中等症以上の膿疱性乾癬患者（厚生労働省難治性疾患克服研究事業稀少難治性皮膚疾患に関する調査研究班の診断基準）に対し、

　本品を用いて、心腔内除細動を行った場合には、区分番号「Ｊ047」カウンターショック（1日につき）「２」その他の場合の点数を算定する。ただし、不整脈手術など手術に伴う除細動は、

臨床症状の改善を目的として行った場合に限り、一連の治療につき１クールを限度として行い、１クールにつき週１回を限度として、５週間に限って区分番号「Ｊ041-2」血球成分除去
療法の点数を算定する。
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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9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

218ACBZX00010000 パノーラ１８ 株式会社吉田製作所 歯科ＣＴ撮影装置

224AIBZX00017000 ＮＡＯＭＩ－ＣＴシリーズ 株式会社アールエフ デンタルＸ線撮影装置

224AIBZX00017000 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)
21400BZZ00288000 ジーシー フジⅦ カプセル 株式会社ジーシー 049 歯科充填用材料 Ⅰ 1g\704

21400BZZ00288000 050 歯科充填用材料 Ⅱ 1g\270

21500BZZ00110000 ジーシー フジⅦ 株式会社ジーシー 049 歯科充填用材料 Ⅰ 1g\704

21500BZZ00110000 050 歯科充填用材料 Ⅱ 1g\270

222ABBZX00143000 パラエクスプレス ウルトラ ヘレウス クルツァー ジャパン株式会社 043 義歯床用ｱｸﾘﾘｯｸ即時硬化樹脂(粉末) 1g\28

222ABBZX00143000 044 義歯床用ｱｸﾘﾘｯｸ即時硬化樹脂(液) 1mL\19

224AKBZX00093000 ＦＬＩ ワイヤー ＮｉＴｉ 株式会社ロッキーマウンテンモリタ 020 超弾性矯正用線(丸型及び角型) 1本\527

224AKBZX00096000 Ｋ１４ＰＺフリー 堤田貴金属工業株式会社 002 歯科鋳造用14ｶﾗｯﾄ金合金 ｲﾝﾚｰ用(JIS適合品) 1g\3,565

224AKBZX00096000 003 歯科鋳造用14ｶﾗｯﾄ金合金 鉤用(JIS適合品) 1g\3,239

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9月1日
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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10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

21400BZY00223000 電子スパイロメータ

222AGBZX00104A02 ＣＳ ７４００ ＣＲ 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

223ABBZX00118000 マルチＣＣＤデジタルラジオグラフィ ＮＡＯＭＩ－２００２ 株式会社アールエフ Ｘ線骨密度測定装置（Ⅰ）

223ABBZX00118000 デジタル撮影装置

22400BZX00293000 ＭＯＮＮＡＬ ベンチレータ アイ・エム・アイ株式会社 人工呼吸器

22400BZX00293000 在宅人工呼吸器（Ⅰ）

224AABZX00131000 電気刺激装置 ＧＤ－６１１ オージー技研株式会社 低周波治療器

22400BZX00301000 ダイナスコープ８０００シリーズ ＤＳ－８１００システム フクダ電子株式会社 モニタ

224ABBZX00052000 Ｘ線テレビシステム ＳＯＮＩＡＬＶＩＳＩＯＮ Ｇ４ 株式会社島津製作所 診断用Ｘ線装置

224ABBZX00052000 デジタル撮影装置

224ABBZX00077000 デジタルラジオグラフィー装置 ＤＲ－２００ 株式会社島津製作所 デジタル撮影装置

224ABBZX00126000 ＥＶＩＳ ＬＵＣＥＲＡ ＥＬＩＴＥ 上部消化管汎用ビデオスコープ ＯＬＹＭＰ
ＵＳ ＧＩＦ－ＸＰ２９０Ｎ

オリンパスメディカルシステムズ株式会社 内視鏡

224ABBZX00136000 ＥＶＩＳ ＬＵＣＥＲＡ ＥＬＩＴＥ 上部消化管汎用ビデオスコープ ＯＬＹＭＰ
ＵＳ ＧＩＦ－ＨＱ２９０

オリンパスメディカルシステムズ株式会社 内視鏡

224ABBZX00139000 大腸ビデオスコープ ＯＬＹＭＰＵＳ ＰＣＦ ＴＹＰＥ Ｙ００４７ シリーズ オリンパスメディカルシステムズ株式会社 内視鏡

224ABBZX00140000 鼻咽喉ビデオスコープ ＯＬＹＭＰＵＳ ＥＮＦーＹ００２０ オリンパスメディカルシステムズ株式会社 内視鏡

224ADBZX00143000 ハイサンソポータブルα 帝人ファーマ株式会社 酸素供給装置（Ⅰ）

224ADBZX00144000 送信機 ＺＳ－６３０Ｐ 日本光電工業株式会社 モニタ

224ADBZX00144000 パルスオキシメータ

224AFBZX00088000 オムニラックス 株式会社ジェイメック 光線治療器（Ⅱ）

224AFBZX00088000 光線治療器（Ⅰ）

224AGBZX00063000 カプノトゥルーＡＳＰ 株式会社アイビジョン モニタ

224AHBZX00030000 ライトテック－５Ｘ ダイキン工業株式会社 酸素供給装置（Ⅰ）

224AHBZX00031000 オキシウェル－５Ｘ ダイキン工業株式会社 酸素供給装置（Ⅰ）

224AIBZX00019000 ソムノスクリーンシステム 株式会社フクダ産業 終夜睡眠診断装置（Ⅱ）

224AIBZX00019000 終夜睡眠診断装置（Ⅰ）

224AIBZX00019000 脳波計

224AIBZX00019000 パルスオキシメータ

224AIBZX00019000 筋電計（Ⅰ）

224AKBZX00102000 パルスオキメータ ＭＤ３００Ｃ６３４ 株式会社歯愛メディカル 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)
16300BZZ00956000 ＣＡＰＤバッグ交換セット 株式会社ジェイ・エム・エス 001 腹膜透析液交換ｾｯﾄ (1) 交換ｷｯﾄ ¥538

16300BZZ00956000 004 腹膜透析液交換ｾｯﾄ (1) 交換ｷｯﾄ ¥538

20600BZY01000A01 レジスタ ガイドワイヤー６ アボット バスキュラー ジャパン株式会社 013 経皮的冠動脈形成術用ｶﾃｰﾃﾙ用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ (1) 一般用 ¥19,100

21000BZZ00218000 ＡＰＤ回路 ＰＤ－Ｍｉｎｉ 株式会社ジェイ・エム・エス 004 腹膜透析液交換ｾｯﾄ (1) 交換ｷｯﾄ ¥538

21300BZY00171A01 レジスタ ガイドワイヤー２ アボット バスキュラー ジャパン株式会社 013 経皮的冠動脈形成術用ｶﾃｰﾃﾙ用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ (2) 複合･高度狭窄部位用 ¥22,500

21600BZY00468A01 レジスタ ガイドワイヤー３ アボット バスキュラー ジャパン株式会社 013 経皮的冠動脈形成術用ｶﾃｰﾃﾙ用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ (2) 複合･高度狭窄部位用 ¥22,500

21600BZY00573000 バイオメット オックスフォード システム バイオメット・ジャパン株式会社 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

21600BZZ00477000 ＪＭＳ ＰＤキャップキットＳ 株式会社ジェイ・エム・エス 004 腹膜透析液交換ｾｯﾄ (1) 交換ｷｯﾄ ¥538

21700BZY00468A01 ヒバリ コロナリーステントシステム 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 ① 一般型 ¥221,000

21700BZZ00468A01 血管造影用ガイドワイヤー 株式会社ユー・ティー・エム 012 血管造影用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ (3) 微細血管用 ¥16,300

22000BZX00972A01 ヒバリミニ コロナリーステントシステム 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 ① 一般型 ¥221,000

22000BZX01055A01 レジスタ ガイドワイヤー５ アボット バスキュラー ジャパン株式会社 013 経皮的冠動脈形成術用ｶﾃｰﾃﾙ用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ (2) 複合･高度狭窄部位用 ¥22,500

22100BZX00011A01 レジスタ ガイドワイヤー１ アボット バスキュラー ジャパン株式会社 013 経皮的冠動脈形成術用ｶﾃｰﾃﾙ用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ (2) 複合･高度狭窄部位用 ¥22,500

22100BZX00962000 Ｅｘｃｉａステム ビー・ブラウンエースクラップ株式会社 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

22200BZX00119000 ＫＹＰＨＯＮ ＢＫＰ 骨セメント ＨＶ－Ｒ メドトロニックソファモアダネック株式会社 079 骨ｾﾒﾝﾄ (3) 脊椎用 1g当たり\520

22200BZX00641000 デナリ スパイナル システム エム・シー・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

22300BZX00014A01 テンクウ ＰＴＣＡバルーンカテーテル 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 (1) 経皮的冠動脈形成術用ｶﾃｰﾃﾙ ① 一般型 ¥79,100

22300BZX00096A01 レジスタ ガイドワイヤー４ アボット バスキュラー ジャパン株式会社 013 経皮的冠動脈形成術用ｶﾃｰﾃﾙ用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ (2) 複合･高度狭窄部位用 ¥22,500

22300BZX00272A01 ＮＣテンクウ ＰＴＣＡバルーンカテーテル 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 (1) 経皮的冠動脈形成術用ｶﾃｰﾃﾙ ① 一般型 ¥79,100

22400BZI00011000 コングルエント ボーン プレート システム ＣＰ－ＵＥ 小林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

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 (3) ｱｸｾｻﾘｰ ¥5,850

22400BZX00028A01 カルテット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 (3) ｱｸｾｻﾘｰ ¥5,850

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 ⑥ 回路洗浄用ﾌｨﾙﾀｰ ¥4,900

22400BZX00142000 ＤＹＮＡＳＴＹ
®
ＢＩＯＦＯＡＭ アセタブラーカップシステム 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 ① 臼蓋形成用ｶｯﾌﾟ(Ⅰ) ｲ 特殊型(Ⅰ) ¥180,000

22400BZX00247000 バイオロックス オプション ヘッド ビー・ブラウンエースクラップ株式会社 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

22400BZX00248000 セラミックヒップシステム デルタ ビー・ブラウンエースクラップ株式会社 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

22400BZX00249000 アイボタン 株式会社トップ 037 交換用胃瘻ｶﾃｰﾃﾙ (1) 胃留置型 ① ﾊﾞﾝﾊﾟｰ型 ｱ ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰあり ¥21,700

22400BZX00274000 ドールマイルズ ケーブルシステム 日本ストライカー株式会社 075 固定用金属線 (1) 金属線 ② ｹｰﾌﾞﾙ ¥58,200

22400BZX00274000 075 固定用金属線 (2) 大転子専用締結器 ¥131,000

22400BZX00286000 人工股関節Ｎ 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

22400BZX00286000 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

22400BZX00287000 Ｖａｎｇｕａｒｄ ＣＲ Ｅ１ ベアリング バイオメット・ジャパン株式会社 058 人工膝関節用材料 (5) ｲﾝｻｰﾄ(Ⅱ) ¥77,400

22400BZX00288000 Ｖａｎｇｕａｒｄ ＰＳ Ｅ１ ベアリング バイオメット・ジャパン株式会社 058 人工膝関節用材料 (5) ｲﾝｻｰﾄ(Ⅱ) ¥77,400

22400BZX00289000 ＦｌｅｘＳｔｅｎｔ 胆管用自己拡張型ステントシステム 株式会社グッドマン 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 ¥251,000

22400BZX00290000 ＦＩＮＥ人工膝関節（ＣＲＦ－ＣｏＣ） ナカシマメディカル株式会社 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

22400BZX00290000 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

22400BZX00290000 059 ｵﾌﾟｼｮﾝ部品 (2) 人工膝関節用部品 ¥65,400

22400BZX00294000 Ｐｅｎｕｍｂｒａ ＰＣ４００ コイルシステム 株式会社メディコスヒラタ 133 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ (11) 塞栓用ｺｲﾙ ① ｺｲﾙ ｴ 水圧式･ﾜｲﾔｰ式ﾃﾞﾀｯﾁｬﾌﾞﾙ型 ¥122,000

22400BZX00297000 ＬＥＧＩＯＮ ＶＥＲＩＬＡＳＴ ＰＳ ニー 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 058 人工膝関節用材料 (1) 大腿骨側材料 ③ 全置換用材料(Ⅲ) ¥346,000

22400BZX00297000 058 人工膝関節用材料 (4) ｲﾝｻｰﾄ(Ⅰ) ¥61,300

22400BZX00298000 ＬＥＧＩＯＮ ＶＥＲＩＬＡＳＴ ＣＲ ニー 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 058 人工膝関節用材料 (1) 大腿骨側材料 ③ 全置換用材料(Ⅲ) ¥346,000

22400BZX00298000 058 人工膝関節用材料 (4) ｲﾝｻｰﾄ(Ⅰ) ¥61,300

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10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10月1日

22400BZX00299000 デルタ セラミック ヘッド スミス・アンド・ネフュー オーソペディックス株式会社 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

22400BZX00305000 インジェニオ ボストン・サイエンティフィック 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 ¥733,000

22400BZX00305000 112 ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ (6) ﾃﾞｭｱﾙﾁｬﾝﾊﾞ(Ⅳ型) ① 標準型 ¥1,000,000

22400BZX00307000 ＦＩＮＥ人工膝関節（Ｃｏ－ＴｉＭ） ナカシマメディカル株式会社 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

22400BZX00307000 059 ｵﾌﾟｼｮﾝ部品 (3) 人工関節固定強化部品 ① 人工関節固定強化部品(Ⅰ) ¥13,700

22400BZX00308000 ＦＩＮＥ人工膝関節（ＰＳＦ－ＣｏＣ） ナカシマメディカル株式会社 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

22400BZX00308000 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

22400BZX00309000 ＸＬＰ脊椎プレートシステム ニューベイシブジャパン株式会社 064 脊椎固定用材料 (3) 脊椎ﾌﾟﾚｰﾄ(L) ¥145,000

22400BZX00309000 064 脊椎固定用材料 (5) 脊椎ｽｸﾘｭｰ(固定型) ¥80,900

22400BZX00310000 インフィニオンリード ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 086 脳・脊髄刺激装置用ﾘｰﾄﾞ (1) ﾘｰﾄﾞｾｯﾄ ② 16極以上 ¥357,000

22400BZX00310000 086 脳・脊髄刺激装置用ﾘｰﾄﾞ (2) ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ ¥35,000

22400BZX00311000 Ｌｏｒｅｎｚ Ｎｅｕｒｏ プレーティングシステム 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 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

22400BZX00311000 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

22400BZX00312000 ＨＥＡＬＩＸ ＰＥＥＫ アンカー ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 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

22400BZX00315000 Ｌｏｒｅｎｚ プレーティングシステム 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 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

22400BZX00315000 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

22400BZX00315000 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

22400BZX00316000 リストレーションモデュラーヒップシステム 日本ストライカー株式会社 057 人工股関節用材料 (2) 大腿骨側材料 ① 大腿骨ｽﾃﾑ(Ⅰ) ｱ 標準型 ¥507,000

22400BZX00317000 ＥＶＯＬＵＴＩＯＮ ＭＰ 人工膝関節システム ライト・メディカル・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

22400BZX00317000 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

22400BZX00317000 058 人工膝関節用材料 (4) ｲﾝｻｰﾄ(Ⅰ) ¥61,300

22400BZX00318000 ＴＨＳポリバイオステント タカイ医科工業株式会社 035 尿管ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ (1) 一般型 ① 標準型 ¥21,300

22400BZX00318000 035 尿管ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ (1) 一般型 ② 異物付着防止型 ¥26,100

22400BZX00318000 035 尿管ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ (2) 外瘻用 ① 腎盂留置型 ｱ 標準型 ¥8,320

22400BZX00319000 ＥＶＯＬＵＴＩＯＮ ＭＰ ＰＳ 人工膝関節システム ライト・メディカル・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

22400BZX00319000 058 人工膝関節用材料 (4) ｲﾝｻｰﾄ(Ⅰ) ¥61,300

22400BZX00320000 プロスナップ人工肘関節 京セラメディカル株式会社 066 人工肘関節用材料 (1) 上腕骨側材料 ¥315,000

22400BZX00320000 066 人工肘関節用材料 (2) 尺骨側材料 ¥267,000

22400BZX00322000 リストレーションモデュラーＥ 日本ストライカー株式会社 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

22400BZX00323000 Ｃｏｏｌ Ｆｌｅｘ イリゲーションカテーテル セント・ジュード・メディカル株式会社 123 経皮的ｶﾃｰﾃﾙ心筋焼灼術用ｶﾃｰﾃﾙ (2) ｲﾘｹﾞｰｼｮﾝ型 ¥176,000

22400BZX00324000 ハイトルク バランス ミドルウェイト エリート ガイドワイヤー アボット バスキュラー ジャパン株式会社 013 経皮的冠動脈形成術用ｶﾃｰﾃﾙ用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ (2) 複合･高度狭窄部位用 ¥22,500

22400BZX00325000 ＮＯＶＡＴＩＯＮセメントヒップシステム イグザクテック株式会社 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

22400BZX00325000 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

22400BZX00326000 トライアスロン ビーズＰＡ セメントレス人工膝関節システム 日本ストライカー株式会社 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

22400BZX00326000 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

22400BZX00326000 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

22400BZX00326000 059 ｵﾌﾟｼｮﾝ部品 (3) 人工関節固定強化部品 ① 人工関節固定強化部品(Ⅰ) ¥13,700

22400BZX00328000 ペリフェラルカッティングバルーン 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 ② ｶｯﾃｨﾝｸﾞ型 ¥159,000

22400BZX00332000 プロマス エレメント プラス ステントシステム 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 (3) 冠動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ ③ 再狭窄抑制型 ¥295,000

22400BZX00333000 トライアスロンＰＳ 大腿骨 ビーズＰＡ セメントレス 日本ストライカー株式会社 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
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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)
22400BZX00050000 エクソシール ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 107 経皮的血管形成術用穿刺部止血材料 ¥27,200

22400BZX00131000 メドトロニック Ａｄｖｉｓａ ＭＲＩ 日本メドトロニック株式会社 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 ¥1,080,000

22400BZX00163000 サーモクール　スマートタッチ 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 ⑤ ｱﾌﾞﾚｰｼｮﾝ機能付き ｲ
接触情報感知機能付き

¥382,000

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)
21100BZZ00687000 アダカラム 株式会社JＩMRO 049 白血球吸着用材料 (1) 一般用 ¥120,000

22400BZX00032000 心腔内除細動マルチカテーテル 日本ライフライン株式会社 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 ⑦ 除細動機能付き ¥229,000

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24年10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
222AGBZX00104A02 ＣＳ ７４００ ＣＲ システム 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

222AGBZX00104A02 歯科パノラマ断層撮影デジタル映像化処理装置

224ACBZX00036000 スナップショット 株式会社エム・ディ・インスツルメンツ 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)
20400BZY00156000 インテグラル 株式会社白鵬 024 ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ体 (1) 標準型(Ⅰ) ¥19,300

20400BZY00156000 027 ｱﾊﾞｯﾄﾒﾝﾄ (1) ｱﾊﾞｯﾄﾒﾝﾄ(Ⅰ) ¥13,500

223AFBZX00081A01 ウェルデンツ 山八歯材工業株式会社 039 歯冠用加熱重合硬質ﾚｼﾞﾝ 1g\26

224ABBZX00119000 クリアフィル マジェスティ ＥＳ－２ クラレノリタケデンタル株式会社 049 歯科充填用材料 Ⅰ 1g\704

224AKBZX00103000 ＦＬＩ ワイヤー ＳＳ 株式会社ロッキーマウンテンモリタ 017 矯正用線(角型) 1本\261

224AKBZX00107000 ビトレマー ２ ペースト スリーエム ヘルスケア株式会社 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10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24年10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24年10月1日

9


