
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25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

22000BZX01355000 ＪＭＳ輸液ポンプ ＯＴ-８８８ 株式会社ジェイ・エム・エス 精密持続点滴装置

22000BZX01355000 麻酔用精密持続注入器

22000BZX01356000 ＪＭＳ輸液ポンプ ＯＴ-８０８ 株式会社ジェイ・エム・エス 精密持続点滴装置

22000BZX01356000 麻酔用精密持続注入器

22400BZX00414000 ＪＭＳ輸液ポンプ ＯＴ-８１８Ｇ 株式会社ジェイ・エム・エス 注入ポンプ（Ⅲ）

22400BZX00414000 精密持続点滴装置

22400BZX00414000 麻酔用精密持続注入器

22500ＢＺＸ00306000 ピューリタンベネット ５２０ 在宅人工呼吸器（Ⅰ）

22500ＢＺＸ00306000 人工呼吸器

22500ＢＺＸ00335000 サージカル ティシュー マネージメント システム オリンパスメディカルシステムズ株式会社 超音波手術器

22500ＢＺＸ00336000 高周波焼灼電源装置 ＥＳＧ－４００ オリンパスメディカルシステムズ株式会社 電気手術器

22500BZX00052000 ダブルバルーン内視鏡システム 富士フイルム株式会社 内視鏡

225AABZX00121000 超音波診断装置 Ｆ３１ 日立アロカメディカル株式会社 超音波検査装置（Ⅱ）

225ABBZX00112000 気管支ファイバービデオスコープ ＯＬＹＭＰＵＳ ＢＦ－Ｙ００５３ オリンパスメディカルシステムズ株式会社 内視鏡

225ABBZX00114000 気管支ファイバービデオスコープ ＯＬＹＭＰＵＳ ＢＦ－Ｙ００５４ オリンパスメディカルシステムズ株式会社 内視鏡

225ABBZX00119000 小腸ビデオスコープ ＯＬＹＭＰＵＳ ＳＩＦ ＴＹＰＥ Ｙ００１３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

225ABBZX00127000 全身用Ｘ線ＣＴ診断装置 Ｓｕｐｒｉａ 株式会社日立メディコ ＣＴ撮影装置

225ABBZX00129000 携帯型超音波診断装置 ＳＯＮＩＭＡＧＥ Ｐ３ コニカミノルタ株式会社 超音波検査装置（Ⅱ）

225ADBZX00106000 心電計 ＥＣＧ-２３２０ 日本光電工業株式会社 心電計（Ⅱ）

225AGBZX00027000 メディレーサー末梢神経診断装置 エムピージャパン株式会社 筋電計（Ⅱ）

225AGBZX00045000 Ｋｅｎｚ スリープレコーダパルスオキシメータユニット ＳＰＵ－０１ 株式会社スズケン パルスオキシメータ

225AGBZX00048000 長時間心電図記録器 ＥＶ－２０１ 株式会社パラマ・テック ホルタ心電計

225AGBZX00048000 リアルタイム解析型心電図記録計

225AIBZX00045000 ＳＳＰ アルファ １ 株式会社日本メディックス 低周波治療器

225AIBZX00046000 ＩＦＣ アルファ １ 株式会社日本メディックス 低周波治療器

コヴィディエンジャパン株式会社
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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)
21900BZX00815000 アスキナ ハイドロ・トランスペアレント ビー・ブラウンエースクラップ株式会社 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

21900BZX00815A01 レプリケア ライト ビー・ブラウンエースクラップ株式会社 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

21900BZX00933000 アスキナ ソーブ ビー・ブラウンエースクラップ株式会社 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

219AABZX00060000 ネオフィードガストロストミーチューブ （バルーンタイプ） 株式会社トップ 037 交換用胃瘻ｶﾃｰﾃﾙ (1) 胃留置型 ② ﾊﾞﾙｰﾝ型 ¥8,200

22000BZX00114000 アスキナ ジェル ビー・ブラウンエースクラップ株式会社 008 皮膚欠損用創傷被覆材 (2) 皮下組織に至る創傷用 ② 異形型 1g当たり\36

22400BZX00076000 メラエクセライン回路ＴＰＣ 泉工医科工業株式会社 125 遠心式体外循環用血液ﾎﾟﾝﾌﾟ (2) 長期使用型 ¥83,400

22400BZX00076000 127 人工心肺回路 (2) 補助循環回路 ② 抗血栓性なし ¥39,900

22500BZX00031000 ＡＴＴＵＮＥ ＲＰ 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

22500BZX00155000 クロスＦＴアンカー ジンマー株式会社 060 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) (8) その他のｽｸﾘｭｰ 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

22500ＢＺＸ00186000 ＰＴＡバルーンカテーテル ＧＤＭ０１ 株式会社グッドマン 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 ｲ 特殊型 ¥81,000

22500BZX00200000 １２／１４メタルボール 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

22500BZX00220000 ｐｒｏＳＡ シャントシステム ビー・ブラウンエースクラップ株式会社 108 頭･静脈､腹腔ｼｬﾝﾄﾊﾞﾙﾌﾞ (1) 標準型 ① 標準機能 ｱ 近位ｶﾃｰﾃﾙ ⅰ 標準型 ¥22,700

22500BZX00220000 108 頭･静脈､腹腔ｼｬﾝﾄﾊﾞﾙﾌﾞ (1) 標準型 ① 標準機能 ｲ ﾘｻﾞｰﾊﾞｰ ¥21,400

22500BZX00220000 ｐｒｏＳＡ シャントシステム ビー・ブラウンエースクラップ株式会社 108 頭･静脈､腹腔ｼｬﾝﾄﾊﾞﾙﾌﾞ (1) 標準型 ① 標準機能 ｳ ﾊﾞﾙﾌﾞ ⅰ 圧固定式 ¥49,100

22500BZX00220000 108 頭･静脈､腹腔ｼｬﾝﾄﾊﾞﾙﾌﾞ (1) 標準型 ① 標準機能 ｳ ﾊﾞﾙﾌﾞ ⅱ 流量調節･圧可変式 ¥181,000

22500BZX00220000 108 頭･静脈､腹腔ｼｬﾝﾄﾊﾞﾙﾌﾞ (1) 標準型 ① 標準機能 ｴ 遠位ｶﾃｰﾃﾙ ⅰ 標準型 ¥30,400

22500BZX00220000 108 頭･静脈､腹腔ｼｬﾝﾄﾊﾞﾙﾌﾞ (1) 標準型 ① 標準機能 ｵ ｺﾈｸﾀ ⅰ ｽﾄﾚｰﾄ ¥7,900

22500BZX00255000 Exceed ABT BoneMaster アセタブラーシェル 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 ① 臼蓋形成用ｶｯﾌﾟ（Ⅰ） ｱ 標準型 ¥145,000

22500BZX00267000 ＡＴＴＵＮＥ ＰＳ ＲＰ 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

22500BZX00311000 リマ デルタ セラミックヘッド 日本リマ株式会社 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

22500BZX00312000 アスキナ フォーム ビー・ブラウンエースクラップ株式会社 101 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

22500BZX00312000 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

22500BZX00313000 Ｇ７ システム 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 ⑤ ﾗｲﾅｰ(Ⅲ) ¥73,700

22500BZX00313000 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

22500BZX00313000 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

22500BZX00314000 パンテラ・レオ ＰＴＣＡバルーンカテーテル バイオトロニ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

22500BZX00318000 メラＨＰエクセラン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) ② 低体重者･小児用 ¥142,000

22500BZX00318000 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

22500BZX00319000 ＡＣＩＳ（滅菌） シンセス株式会社 078 人工骨 (2) 専用型 ⑤ 椎体固定用 ｱ 1椎体用 ¥174,000

22500BZX00320000 Ｖｉｖａ ＣＲＴ－Ｄシリーズ 日本メドトロニック株式会社 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

22500BZX00325000 スイレン ペディクルスクリュー システム（ＳＵＩＲＥＮ） ＫｉＳＣＯ株式会社 064 脊椎固定用材料 (1) 脊椎ﾛｯﾄﾞ ¥45,300

22500BZX00325000 064 脊椎固定用材料 (4) 椎体ﾌｯｸ ¥73,700

22500BZX00325000 064 脊椎固定用材料 (6) 脊椎ｽｸﾘｭｰ(可動型) ¥103,000

22500BZX00325000 064 脊椎固定用材料 (8) ﾄﾗﾝｽﾊﾞｰｽ固定器 ¥66,500

22500BZX00326000 クアドラ アシュラ セント・ジュード・メディカル株式会社 144 両室ﾍﾟｰｼﾝｸﾞ機能付き植込型除細動器 (2) 4極用 ¥4,290,000

22500BZX00326A01 クアドラ＋ エクセリス セント・ジュード・メディカル株式会社 144 両室ﾍﾟｰｼﾝｸﾞ機能付き植込型除細動器 (2) 4極用 ¥4,290,000

22500BZX00327000 ユニファイ アシュラ セント・ジュード・メディカル株式会社 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

22500BZX00327A01 エクセリス＋ＣＲＴ－Ｄ セント・ジュード・メディカル株式会社 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

22500BZX00328000 フォーティファイ アシュラ セント・ジュード・メディカル株式会社 117 植込型除細動器 (2) 植込型除細動器(Ⅲ型) ¥3,000,000

22500BZX00328000 117 植込型除細動器 (4) 植込型除細動器(Ⅴ型) ¥3,060,000

22500BZX00328A01 ハートマインダー＋ セント・ジュード・メディカル株式会社 117 植込型除細動器 (2) 植込型除細動器(Ⅲ型) ¥3,000,000

22500BZX00328A01 117 植込型除細動器 (4) 植込型除細動器(Ⅴ型) ¥3,060,000

22500BZX00329000 エリプス セント・ジュード・メディカル株式会社 117 植込型除細動器 (2) 植込型除細動器(Ⅲ型) ¥3,000,000

22500BZX00329000 117 植込型除細動器 (4) 植込型除細動器(Ⅴ型) ¥3,060,000

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 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9月1日

22500BZX00329A01 ニュートリノ ＩＣＤ セント・ジュード・メディカル株式会社 117 植込型除細動器 (2) 植込型除細動器(Ⅲ型) ¥3,000,000

22500BZX00329A01 117 植込型除細動器 (4) 植込型除細動器(Ⅴ型) ¥3,060,000

22500BZX00330000 ＳＢｉ Ｓｉｌｉｃｏｎｅ 人工指関節 オリンパステルモバイオマテリアル株式会社 068 人工指関節用材料 (1) 人工手指関節用材料 ② その他の人工手指関節用材料 ｳ 一体型 ¥97,400

22500BZX00330000 ＳＢｉ Ｓｉｌｉｃｏｎｅ 人工指関節 オリンパステルモバイオマテリアル株式会社 068 人工指関節用材料 (1) 人工手指関節用材料 ② その他の人工手指関節用材料 ｳ 一体型 ¥97,400

22500BZX00333000 ＰＲＥＣＥＰＴ 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 ¥45,300

22500BZX00333000 064 脊椎固定用材料 (6) 脊椎ｽｸﾘｭｰ(可動型) ¥103,000

225ABBZX00077000 ナビプロ ガイドワイヤ ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 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 (1) ﾜﾝｽﾃｯﾌﾟ法･ﾀﾞｲﾚｸﾄ法ｾｯﾄ の一部 ※

225ABBZX00077000 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 の一部 ※

225ABBZX00077000 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 (4) 経鼻法ｾｯﾄ の一部 ※

225ABBZX00077000 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 ※

225ABBZX00077000 ナビプロ ガイドワイヤ ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 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 ※

225ABBZX00077000 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 ※

225ABBZX00077000 034 胆道ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ (2) 自動装着ｼｽﾃﾑ付 ② 一時留置型 の一部 ※

225ABBZX00077000 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 ② ﾄﾘﾌﾟﾙﾙｰﾒﾝ の一部 ※

225ABBZX00077000 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 の一部 ※

225ABBZX00077000 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 ④ 十二指腸乳頭切開機能付き の一部 ※

225ABBZX00077000 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 の一部 ※

225ABBZX00077000 ナビプロ ガイドワイヤ ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 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 の一部 ※

225ABBZX00077000 136 胆道結石除去用ｶﾃｰﾃﾙｾｯﾄ (4) 砕石用ﾊﾞｽｹｯﾄｶﾃｰﾃﾙ ① 全ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙ型 の一部 ※

225ABBZX00077000 157 消化管用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ の一部 ※

225ACBZX00055000 ＮＩＭ ＴｒｉＶａｎｔａｇｅ ＥＭＧチューブ 日本メドトロニック株式会社 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

225ADBZX00089000 メラＨＰエクセランＴＰＣ （ＨＶＲ－１２ＦＰ） 泉工医科工業株式会社 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

225ADBZX00091000 ドルミヤ Ｎｏ－Ｔｉｐ， Ｎ．ｓｔｏｎｅ コロプラスト株式会社 137 腎･尿管結石除去用ｶﾃｰﾃﾙｾｯﾄ ¥34,900

225AIBZX00044000 マッケ ハードシェルリザーバー マッケ・ジャパン株式会社 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
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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)
22500BZX00041000 ＡＯ ＭａｔｒｉｘＭＡＮＤＩＢＬＥ Ｒｅｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ 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 ｲ 下顎骨・骨盤再建用 ¥69,500

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 (2) 横止めｽｸﾘｭｰ ① 標準型 ¥16,900

22500BZX00292000 イレスト 7 ＩＣＤ Ｐｒｏ バイオトロニックジャパン株式会社 117 植込型除細動器 (2) 植込型除細動器（Ⅲ型） ¥3,000,000

22500BZX00293000 イレスト 7 ＣＲＴ-Ｄ Ｐｒｏ バイオトロニックジャパン株式会社 144 両室ペーシング機能付き植込型除細動器 （1） 単極又は双極用 ¥4,090,000

22500BZX00294000 イレスト 7 ＩＣＤ ＤＦ４ Ｐｒｏ バイオトロニックジャパン株式会社 117 植込型除細動器 (2) 植込型除細動器（Ⅲ型） ¥3,000,000

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
225ACBZX00059000 パパヤ シリーズ 株式会社ジャコアンドワールド 歯科用パノラマ断層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)
22100BZI00016000 Ｏｓｓｔｅｍ コンポーネント 株式会社ＯＳＳＴＥＭ ＪＡＰＡＮ 026 ｽｸﾘｭｰ ¥2,680

22100BZI00021000 Ｏｓｓｔｅｍ アバットメント 株式会社ＯＳＳＴＥＭ ＪＡＰＡＮ 029 ｼﾘﾝﾀﾞｰ ¥7,890

22100BZI00021000 ＧＳ Ｓｙｓｔｅｍ アバットメント 株式会社ＯＳＳＴＥＭ ＪＡＰＡＮ 026 ｽｸﾘｭｰ ¥2,680

223ADBZX00088000 セラミックブラケットＭ トミー株式会社 004 ﾀﾞｲﾚｸﾄﾎﾞﾝﾄﾞ用ﾌﾞﾗｹｯﾄ 1個\286

225AGBZX00034000 パラタル・レバー・アーム・システム 株式会社ＹＤＭ 016 矯正用線(丸型) 1本\355

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)
22500BZX00041000 AO MatrixMANDIBLE Reconstruction システム シンセス株式会社 005 固定用内副子（ﾌﾟﾚｰﾄ） (1) その他のﾌﾟﾚｰﾄ ① 標準 ｲ 下顎骨・骨盤再建用 ¥69,500

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9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9月1日

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9月1日
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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25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

222ALBZX00014A02 キューブトロン ＥＳ６ 株式会社テクノリンク 低周波治療器

22400BZX00444000 陽陰圧体外式人工呼吸器 ＨＲＴＸ パシフィックメディコ株式会社 排痰補助装置

22400BZX00444000 人工呼吸器

22400BZX00444000 在宅人工呼吸器（Ⅱ）

224AABZX00021000 送信機 ＰＴ２０００Ｆ シリーズ オムロンヘルスケア株式会社 モニタ

224AABZX00022000 送信機 ＰＴ２３００Ｆ シリーズ オムロンヘルスケア株式会社 モニタ

224AABZX00022000 パルスオキシメータ

22500BZX00349000 アバンス ＣＳ
２ ＧＥヘルスケア・ジャパン株式会社 麻酔器（Ⅱ）

22500BZX00363000 テクニス トーリック ワンピース エイエムオー・ジャパン株式会社 後房レンズ

22500BZX00366000 テクニス オプティブルー iTec エイエムオー・ジャパン株式会社 挿入器付後房レンズ

225AABZX00112000 心電送信機 ＨＢＰ－２０３０Ｐ－ＥＸＲ シリーズ オムロンヘルスケア株式会社 モニタ

225AABZX00112000 パルスオキシメータ

225AABZX00113000 心電送信機 ＨＢＰ－２０３０Ｐ－ＥＲ シリーズ オムロンヘルスケア株式会社 モニタ

225AABZX00137000 電子内視鏡 ＥＮ－５８０ＸＰ 富士フイルム株式会社 内視鏡

225AABZX00151000 電子内視鏡 ＥＣ－５８０ＲＤ／Ｍ 富士フイルム株式会社 内視鏡

225ABBZX00128000 Ｉｎｇｅｎｕｉｔｙ Ｆｌｅｘ シリーズ 株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン ＣＴ撮影装置

225ABBZX00135000 上部消化管汎用ビデオスコープ ＯＬＹＭＰＵＳ ＧＩＦ ＴＹＰＥ Ｙ００６９ オリンパスメディカルシステムズ株式会社 内視鏡

225AGBZX00059000 ケイアールマルチスキャン 株式会社近畿レントゲン工業社 ＣＴ撮影装置
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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)
21000BZZ00688000 ゼメックス クラッシャーカテーテル ゼオン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 (4) 砕石用ﾊﾞｽｹｯﾄｶﾃｰﾃﾙ ① 全ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙ型 ¥41,900

21200BZZ00553000 鏡視下キット 株式会社 ホギメディカル 029 吸引留置ｶﾃｰﾃﾙ (1) 能動吸引型 ① 胸腔用 ｱ 一般型 ⅰ 軟質型 ¥1,640

22200BZX00902A03 メディボーン 株式会社カタリメディック 078 人工骨 (1) 汎用型 ② 吸収型 ｱ 顆粒･ﾌｨﾗｰ 1g当たり\14,300

22200BZX00902A03 078 人工骨 (1) 汎用型 ② 吸収型 ｲ 多孔体 ⅰ 一般型 1mL当たり
\14,90022400BZX00076000 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 ① 貯血槽 ¥10,100

22500BZX00104000 ナビスター ＲＭＴ サーモクール 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 ｱ
標準型

¥371,000

22500BZX00107000 ナビスター ＲＭＴ 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 ｱ
標準型

¥371,000

22500BZX00175000 Ｔａｐｅｒｌｏｃ ＢｏｎｅＭａｓｔｅｒ フェモラルステム 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 ① 大腿骨ｽﾃﾑ(Ⅰ) ｱ 標準型 ¥507,000

22500BZX00176000 Ｔａｐｅｒｌｏｃ Ｍｉｃｒｏｐｌａｓｔｙ ＢｏｎｅＭａｓｔｅｒ フェモラルステム 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 ① 大腿骨ｽﾃﾑ(Ⅰ) ｱ 標準型 ¥507,000

22500BZX00223000 ＪＯＵＲＮＥＹ ＵＮＩ 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 (4) ｲﾝｻｰﾄ(Ⅰ) ¥61,300

22500BZX00223000 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

22500BZX00313000 Ｇ７ システム 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 ① 臼蓋形成用ｶｯﾌﾟ(Ⅰ) ｱ 標準型 ¥145,000

22500BZX00256000 バイオメット バイオロックス デルタ セラミックライナー 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 ⑦ ﾗｲﾅｰ(Ⅴ) ¥59,400

22500BZX00323000 ＳＱＲＵＭ ＴＴシェル 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 ① 臼蓋形成用ｶｯﾌﾟ(Ⅰ) ｲ 特殊型(Ⅰ) ¥180,000

22500BZX00341000 セラリボーン－Ｈ 日本特殊陶業株式会社 078 人工骨 (1) 汎用型 ② 吸収型 ｲ 多孔体 ⅰ 一般型 1mL当たり
\14,90022500BZX00341000 078 人工骨 (1) 汎用型 ② 吸収型 ｱ 顆粒･ﾌｨﾗｰ 1mL当たり
\14,90022500BZX00347000 カネカＰＴＣＡカテーテルＣＯ－Ｒ６ 株式会社カネカ 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

22500BZX00350000 ＣｏＲｏｅｎｔ Ｓｍａｌｌ ＰＥＥＫケージシステム ニューベイシブジャパン株式会社 078 人工骨 (2) 専用型 ⑤ 椎体固定用 ｱ 1椎体用 ¥174,000

22500BZX00354000 エンピラ ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 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

22500BZX00355000 エンピラ ＮＣ ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 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

22500BZX00356000 ウォールフレックスビリアリー パーシャルカバード ステント（経皮） ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 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 ¥239,000

22500BZX00357000 ＨＥＬＩＸ Ｍｉｎｉ 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

22500BZX00357000 ＨＥＬＩＸ Ｍｉｎｉ 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

22500BZX00357000 064 脊椎固定用材料 (5) 脊椎ｽｸﾘｭｰ(固定型) ¥75,500

22500BZX00360000 ＣＯＯＫ Ｉｎｄｙ ＯＴＷ バスキュラー リトリーバー Ｃｏｏｋ Japan株式会社 133 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ (8) 血管内異物除去用ｶﾃｰﾃﾙ ② 大血管用 ¥45,600

22500BZX00367000 株式会社アルファテック・パシフィック 064 脊椎固定用材料 (1) 脊椎ﾛｯﾄﾞ ¥45,300

22500BZX00367000 064 脊椎固定用材料 (2) 脊椎ﾌﾟﾚｰﾄ(S) ¥40,000

22500BZX00367000 064 脊椎固定用材料 (5) 脊椎ｽｸﾘｭｰ(固定型) ¥75,500

22500BZX00370000 ＢＩＯＳＵＲＥ ＨＡ スクリュー スミス・アンド・ネフュー エンドスコピー株式会社 080 合成吸収性骨片接合材料 (5) ｲﾝﾀｰﾌｪﾗﾝｽｽｸﾘｭｰ ¥132,000

22500BZX00371000 Ａｒｍａｄａ ３５ ＰＴＡ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 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

22500BZX00374000 ＡＣＵＴＡ ステム 株式会社ロバート・リード商会 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

22500BZX00376000 ＺＹＳＴＯＮ カーブスペーサー バイオメット・ジャパン株式会社 078 人工骨 (2) 専用型 ⑤ 椎体固定用 ｱ 1椎体用 ¥174,000

22500BZX00377000 Ｓｏｌｉｔａｉｒｅ－Ｃ スペーサー バイオメット・ジャパン株式会社 078 人工骨 (2) 専用型 ⑤ 椎体固定用 ｱ 1椎体用 ¥174,000

22500BZX00378000 ＪＯＵＲＮＥＹ Ⅱ 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

22500BZX00378000 058 人工膝関節用材料 (4) ｲﾝｻｰﾄ(Ⅰ) ¥61,300

22500BZX00379000 Ｎｉｔｉ－Ｓ 胆管用テーパードステント センチュリーメディカル株式会社 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 ¥245,000

22500BZX00380000 ジンマー デルタセラミックヘッド ジンマー株式会社 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

22500BZX00381000 フュージョン マッケ・ジャパン株式会社 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

22500BZX00381000 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

22500BZX00387000 ＧＴＳフェモラルヒップシステム 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 ① 大腿骨ｽﾃﾑ(Ⅰ) ｱ 標準型 ¥507,000

アルファテック アバロン後頭骨頚胸椎固定システム

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25年10月1日

22500BZX00388000 ＴＬＳスクリューシステム 株式会社ホムズ技研 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

22500BZX00388000 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 ｲ 圧迫調整固定用･両端ねじ型 ⅰ 大腿骨
頸部用

¥108,000

22500BZX00388000 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

22500BZX00388000 062 大腿骨外側固定用内副子 (7) ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾗｸﾞｽｸﾘｭｰ(生体用合金Ⅰ) ¥65,400

22500BZX00389000 Ａｄｌｅｒ ＢＩＯＬＯＸ ｄｅｌｔａ セラミックシステム 株式会社ロバート・リード商会 057 人工股関節用材料 (1) 骨盤側材料 ⑦ ﾗｲﾅｰ(Ⅴ) ¥59,400

22500BZX00389000 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

22500BZX00391000 ＧＲＹＰＨＯＮ ＢＲ アンカー ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 080 合成吸収性骨片接合材料 (6) ｽｰﾁｬｰｱﾝｶｰ ¥51,700

22500BZX00392000  ＨＥＡＬＩＸ ＡＤＶＡＮＣＥ ＢＲ アンカー ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 080 合成吸収性骨片接合材料 (6) ｽｰﾁｬｰｱﾝｶｰ ¥51,700

22500BZX00393000 ＭＩＬＡＧＲＯ インターフェアレンススクリュー ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 080 合成吸収性骨片接合材料 (5) ｲﾝﾀｰﾌｪﾗﾝｽｽｸﾘｭｰ ¥132,000

225AABZX00080000 Ｓｈｉｌｅｙ 気管切開チューブ コヴィディエン ジャパン株式会社 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 ｲ ｶﾌ
上部吸引機能なし ⅰ 一重管

¥3,630

225AABZX00080000 Ｓｈｉｌｅｙ 気管切開チューブ コヴィディエン ジャパン株式会社 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 ｲ ｶﾌ
上部吸引機能なし ⅰ 一重管

¥3,630

225AABZX00080000 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

225AABZX00080000 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 ｲ ｶﾌ上部吸引機能なし ⅰ 一重管 ¥3,630

225AABZX00080000 038 気管切開後留置用ﾁｭｰﾌﾞ (1) 一般型 ② ｶﾌなし気管切開ﾁｭｰﾌﾞ ¥4,240

225ABBZX00133000 ディスポーザブル採石バスケット ＦＧ－Ｙ００１０ オリンパスメディカルシステムズ株式会社 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

225ADBZX00069000 ソフィットラブ 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

225ADBZX00069000 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

225ADBZX00069000 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

225ADBZX00069000 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

225ADBZX00069000 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 ｲ ｶﾌ上部吸引機能なし ⅰ 一重管 ¥3,630

225ADBZX00069000 ソフィットラブ 泉工医科工業株式会社 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 ｲ ｶﾌ上部吸引機能なし ⅰ 一重管 ¥3,630

225ADBZX00069000 038 気管切開後留置用ﾁｭｰﾌﾞ (1) 一般型 ② ｶﾌなし気管切開ﾁｭｰﾌﾞ ¥4,240
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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)
22500BZX00041000 ＡＯ ＭａｔｒｉｘＭＡＮＤＩＢＬＥ Ｒｅｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ システム ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 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 ｲ 下顎骨・骨盤再建用 ⅱ 三次元型 ¥71,300

22500BZX00114000 ＭｕｌｔｉＬｏｃ ヒューメラルネイルシステム(滅菌) ジョンソン・エンド・ジョンソン株式株式会社 073 髄内釘 (2) 横止めｽｸﾘｭｰ ③ 特殊型 ¥17,700

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 ｳ ﾊﾞｲﾎﾟｰﾗｶｯﾌﾟ(Ⅱ) ¥134,000

22500BZX00223000 JOURNEY UNI 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 ⑥ 片側置換用材料(Ⅲ) ¥178,000

22500BZX00292000 イレスト 7 ＩＣＤ Ｐｒｏ バイオトロニックジャパン株式会社 117 植込型除細動器 (2) 植込型除細動器（Ⅲ型） ② ＭＲＩ対応型 ¥3,230,000

117 植込型除細動器 (4) 植込型除細動器（Ⅴ型） ② ＭＲＩ対応型 ¥3,290,000

22500BZX00293000 イレスト 7 ＣＲＴ-Ｄ Ｐｒｏ バイオトロニックジャパン株式会社 144 両室ペーシング機能付き植込型除細動器 （1） 単極又は双極用 ② ＭＲＩ対応型 ¥4,410,000

22500BZX00294000 イレスト 7 ＩＣＤ ＤＦ４ Ｐｒｏ バイオトロニックジャパン株式会社 117 植込型除細動器 (2) 植込型除細動器（Ⅲ型） ② ＭＲＩ対応型 ¥3,230,000

117 植込型除細動器 (4) 植込型除細動器（Ⅴ型） ② ＭＲＩ対応型 ¥3,290,000

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)
22500BZX00102000 セレスキュー アステラス製薬株式会社 183 血管内塞栓材 ¥8,670

22500BZX00270000 サピエンＸＴ エドワーズライフサイエンス株式会社 182 バルーン拡張型人工生体弁セット ¥4,530,000

21800BZY10129000 ドルニエ ＤｅｌｔａⅡ ドルニエメドテックジャパン株式会社

22500BZX00103000 マグネティックナビゲーションシステム ナイオビ シーメンス・ジャパン株式会社

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
21700BZZ00064000 ジーシー グラディア 株式会社ジーシーデンタルプロダクツ 広範囲顎骨支持型補綴用硬質レジン

21700BZZ00065000 ジーシー グラディア フォルテ 株式会社ジーシーデンタルプロダクツ 広範囲顎骨支持型補綴用硬質レジン

225AGBZX00059000 ケイアールマルチスキャン 株式会社近畿レントゲン工業社 パノラマ断層撮影装置

225AGBZX00059000 歯科ＣＴ撮影装置

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)
22500BZX00358000 ＥＬヒーリングキャップ 株式会社プラトンジャパン 025 暫間装着体 (1) 暫間装着体(Ⅰ) ¥6,730

22500BZX00358000 025 暫間装着体 (2) 暫間装着体(Ⅱ) ¥3,450

225AFBZX00081000 バルクベース サンメディカル株式会社 049 歯科充填用材料 Ⅰ 1g\704

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)
22500BZX00041000 AO MatrixMANDIBLE Reconstruction システム ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 005 固定用内副子（ﾌﾟﾚｰﾄ） (1) その他のﾌﾟﾚｰﾄ ① 標準 ｲ 下顎骨・骨盤再建用 ⅱ 三次元型 ¥71,300

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25年10月1日

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10月1日

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10月1日
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