
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12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

22000BZX00725000 生体情報モニタ ＩntelliVue 株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン 筋電計（Ⅰ）

223AIBZX00040000 低周波治療器 ＮＥＵＢＯＸ 株式会社プレシャスワーク 低周波治療器

22400BZX00252000 スマートベンチレータ Ｖｉｖｏ ５０ チェスト株式会社 モニタ

22500BZX00464000 ＭＯＮＮＡＬ Ｔ６０ ベンチレータ アイ・エム・アイ株式会社 人工呼吸器

22500BZX00464000 在宅人工呼吸器（Ⅰ）

22500BZX00464000 在宅人工呼吸器（Ⅲ）

22500BZX00464000 モニタ

22500BZX00470000 眼科用レーザ光凝固装置 ＰＡＳＣＡＬ Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ 株式会社トプコン 眼科用光凝固装置

22500BZX00477000 ＲＥＭｓｔａｒ Ｐｒｏ 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）

22500BZX00477000 人工呼吸器

22500BZX00483000 ベッドサイドモニタ ＣＳＭ－１０００シリーズ ライフスコープ Ｇ 日本光電工業株式会社 モニタ

22500BZX00483000 体液量等測定装置（Ⅰ）

22500BZX00483000 脳波計

225AABZX00192000 オートケラトレフラクトトノメータ ＴＲＫ－２Ｐ 株式会社トプコン 角膜曲率半径計測装置

225AABZX00192000 眼圧計

225ABBZX00148000 腎盂尿管ビデオスコープ ＯＬＹＭＰＵＳ ＵＲＦ－Ｙ０００８ オリンパスメディカルシステムズ株式会社 内視鏡

225ADBZI00157000 ｓｔｅｒＥＯＳ ワークステーション 株式会社メディテックファーイースト 診断用Ｘ線装置

225ADBZI00156000 ｓｔｅｒＥＯＳ イメージングシステム 株式会社メディテックファーイースト 診断用Ｘ線装置

225ADBZX00148000 超音波画像診断装置 ＥＰＩＱ 株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン 超音波検査装置（Ⅱ）

225AFBZX00123000 ＩＲ ＩＤＥＡＬ ＥＹＥＳ ラパロスコープ 日本ストライカー株式会社 内視鏡

225AFBZX00123000 ＩＲ ＩＤＥＡＬ ＥＹＥＳ ラパロスコープ 日本ストライカー株式会社 内視鏡

225AGBZX00069000 フリッカー網膜電位計 ＲＥＴｅｖａl レチバル 有限会社メイヨー 網膜電位測定装置

225AIBZX00061000 株式会社アールエフ デジタル撮影装置

225AIBZX00061000 Ｘ線骨密度測定装置（Ⅰ）

225AIBZX00062000 株式会社アールエフ デジタル撮影装置

225AIBZX00062000 Ｘ線骨密度測定装置（Ⅰ）

225AIBZX00063000 株式会社アールエフ デジタル撮影装置

225AIBZX00063000 Ｘ線骨密度測定装置（Ⅰ）

225AIBZX00064000 株式会社アールエフ デジタル撮影装置

225AIBZX00064000 Ｘ線骨密度測定装置（Ⅰ）

225AIBZX00065000 Ｚｉｅｈｍ Ｖｉｓｉｏｎ ＲＦＤ Ｈｙｂｒｉｄ Ｅｄｉｔｉｏｎ Ｘ線透視診断装置 東洋メディック株式会社 診断用Ｘ線装置

225AKBZX00117000 ＫＡＲＬ ＳＴＯＲＺテレスコープシステムⅤ エム・シー・メディカル株式会社 内視鏡

マルチ ＣＣＤ デジタルラジオグラフィ ＮＡＯＭＩ－２００１

マルチ ＣＣＤ デジタルラジオグラフィ ＮＡＯＭＩ－２００２

マルチ ＣＣＤ デジタルラジオグラフィ ＮＡＯＭＩ－２００４

マルチ ＣＣＤ デジタルラジオグラフィ ＮＡＯＭＩ－２００６
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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)
15500BZZ01461000 ＪＭＳ Ｅ・Ｄ・チューブ 株式会社ジェイ・エム・エス 006 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

15800BZZ01130000 オールシリコーン バルーンカテーテル 株式会社ジェイ・エム・エス 004 在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙｶﾃｰﾃﾙ (2) 2管一般(Ⅱ) ¥650

15800BZZ01130000 004 在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙｶﾃｰﾃﾙ (5) 特定(Ⅱ) ¥2,110

20100BZZ00880000 ＣＡＰＤバッグフリー交換セット 株式会社ジェイ・エム・エス 004 腹膜透析液交換ｾｯﾄ (2) 回路 ① Yｾｯﾄ ¥867

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 (2) 回路 ② APDｾｯﾄ ¥5,430

21200BZZ00793000 シュアプラグ輸液セット テルモ株式会社 005 在宅中心静脈栄養用輸液ｾｯﾄ (1) 本体 ¥1,930

21300BZZ00016000 オキシア 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

21500BZZ00601000 ＪＭＳ ＣＡＰＤコネクティングシステム 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 ① Yｾｯﾄ ¥867

21500BZZ00601000 004 腹膜透析液交換ｾｯﾄ (2) 回路 ① Yｾｯﾄ ¥867

22400BZX00442000 ホームＰＤシステム つなぐセット バクスター株式会社 001 腹膜透析液交換ｾｯﾄ (2) 回路 ① Yｾｯﾄ ¥867

22400BZX00442000 051 腹膜透析用接続ﾁｭｰﾌﾞ ¥13,200

22400BZX00442000 053 腹膜透析液交換ｾｯﾄ (2) 回路 ① Yｾｯﾄ ¥867

22400BZX00442000 004 腹膜透析液交換ｾｯﾄ (2) 回路 ① Yｾｯﾄ ¥867

22400BZX00443000 ホームＰＤシステム つなぐセット キャップキット バクスター株式会社 001 腹膜透析液交換ｾｯﾄ (1) 交換ｷｯﾄ ¥538

22400BZX00443000 053 腹膜透析液交換ｾｯﾄ (1) 交換ｷｯﾄ ¥538

22400BZX00443000 004 腹膜透析液交換ｾｯﾄ (1) 交換ｷｯﾄ ¥538

22400BZX00508000 エヴィア ＨＦ－Ｔ 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 (8) ﾄﾘﾌﾟﾙﾁｬﾝﾊﾞ(Ⅱ型) ¥1,600,000

224AABZX00180000 ジェジュノストミイ カテーテル 日本コヴィディエン株式会社 026 栄養ｶﾃｰﾃﾙ (2) 腸瘻用 ¥4,350

224AABZX00181000 ストマック チューブ 日本コヴィディエン株式会社 028 胃管ｶﾃｰﾃﾙ (1) ｼﾝｸﾞﾙﾙｰﾒﾝ ¥87

22500BZX00180000 メピレックス ボーダー Ⅱ 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 (2) 皮下組織に至る創傷用 ① 標準型 1㎠当たり\12

22500BZX00315000 フォールド・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 ｲ ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰなし ¥19,600

22500BZX00372000 ＯＳＲ２ 肘頭プレート 京セラ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

22500BZX00395000 ceramys フェモラルヘッド 株式会社マティス 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 大腿骨ステムヘッド（Ⅱ） ¥125,000

22500BZX00407000 メイラ鎖骨ロッキングプレート メイラ株式会社 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

22500BZX00423000 メサ Ｓｍａｌｌ 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 ¥45,300

22500BZX00423000 064 脊椎固定用材料 (4) 椎体ﾌｯｸ ¥73,700

22500BZX00423000 064 脊椎固定用材料 (6) 脊椎ｽｸﾘｭｰ(可動型) ¥103,000

22500BZX00423000 064 脊椎固定用材料 (7) 脊椎ｺﾈｸﾀｰ ¥46,400

22500BZX00423000 064 脊椎固定用材料 (8) ﾄﾗﾝｽﾊﾞｰｽ固定器 ¥66,500

22500BZX00439000 メピレックス Ａｇ 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 (2) 皮下組織に至る創傷用 ① 標準型 1㎠当たり\12

22500BZX00447000 セラリボーン－Ｓ 日本特殊陶業株式会社 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

22500BZX00447000 セラリボーン－Ｓ 日本特殊陶業株式会社 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

22500BZX00447000 078 人工骨 (1) 汎用型 ② 吸収型 ｲ 多孔体 ⅰ 一般型 1mL当たり
\14,900

22500BZX00459000 ジンマー デルタセラミックオプションヘッド 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

22500BZX00460000 ナトレル ４１０ 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

22500BZX00465000 バード ベントラライト ＳＴ 株式会社メディコン 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

22500BZX00466000 ＰＲＯＦＥＭＵＲ® Ｐｒｅｓｅｒｖｅ 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 (2) 大腿骨側材料 ① 大腿骨ｽﾃﾑ(Ⅰ) ｱ 標準型 ¥507,000

22500BZX00467000 Ｎｉｔｉ－Ｓ 胆管用ロングカバードステントコンビ 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 ｱ ｶﾊﾞｰあり ¥239,000

22500BZX00471000 Ｙａｓａｒｇｉｌ チタン脳動脈瘤クリップ ビー・ブラウンエースクラップ株式会社 081 脳動脈瘤手術ｸﾘｯﾌﾟ (2) 特殊型 ¥19,800

22500BZX00473000 ツインフィックス Ｕｌｔｒａ ＨＡ アンカー 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 (6) ｽｰﾁｬｰｱﾝｶｰ ¥51,700

22500BZX00474000 プロテゴ ＴＤ 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

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12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12月1日

22500BZX00476000 トライアスロン トライタニウム 脛骨ベースプレート 日本ストライカー株式会社 058 人工膝関節用材料 (2) 脛骨側材料 ① 全置換用材料(Ⅰ) ｲ 特殊型 ¥201,000

22500BZX00478000 Ｅ１ バイポーラシステム 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 ④ 人工骨頭用 ｳ ﾊﾞｲﾎﾟｰﾗｶｯﾌﾟ(Ⅱ) ¥134,000

22500BZX00484000 ＺｉｐＴｉｇｈｔ システム バイオメット・ジャパン株式会社 077 人工靱帯 (2) 固定器具つき ¥108,000

22500BZX00484000 ¥34,300

225AABZX00014000 アーガイル・ソラシック・カテーテル 日本コヴィディエン株式会社 029 吸引留置ｶﾃｰﾃﾙ (1) 能動吸引型 ① 胸腔用 ｱ 一般型 ⅱ 硬質型 ¥1,180

225AABZX00021000 ＥＤ 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

225AABZX00021000 026 栄養ｶﾃｰﾃﾙ (1) 経鼻用 ③ 経腸栄養用 ¥1,630

225AABZX00027000 マグネット チューブ 日本コヴィディエン株式会社 028 胃管ｶﾃｰﾃﾙ (3) ﾏｸﾞﾈｯﾄ付き ¥5,990

225AABZX00046000 セイラム サンプ チューブ 日本コヴィディエン株式会社 028 胃管ｶﾃｰﾃﾙ (2) ﾀﾞﾌﾞﾙﾙｰﾒﾝ ① 標準型 ¥495

225AABZX00046000 028 胃管ｶﾃｰﾃﾙ (2) ﾀﾞﾌﾞﾙﾙｰﾒﾝ ② 特殊型 ¥1,460

225AABZX00078000 デニス コロレクタル チューブ 日本コヴィディエン株式会社 030 ｲﾚｳｽ用ﾛﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ (1) 標準型 ② 経肛門挿入型 ¥41,600

225AABZX00142000 シュアプラグＡＤ輸液セット テルモ株式会社 002 在宅中心静脈栄養用輸液ｾｯﾄ (1) 本体 ¥1,930

225AABZX00142000 005 在宅中心静脈栄養用輸液ｾｯﾄ (1) 本体 ¥1,930

225AABZX00143000 シュアプラグＡＤ延長チューブ テルモ株式会社 002 在宅中心静脈栄養用輸液ｾｯﾄ (1) 本体 ¥1,930

225AABZX00143000 005 在宅中心静脈栄養用輸液ｾｯﾄ (1) 本体 ¥1,930

225ADBZX00160000 コーケンダブルサクションカニューレ 株式会社高研 ¥4,570

225ADBZX00160000 ¥4,570

22500BZX00161000 ＯＳＲ２ 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) ① 標準型 ¥6,440

22500BZX00161000 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

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

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 ⅱ ｽｰﾁｬｰｱﾝｶｰ型
(その他)

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
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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)
22500BZX00299000 Niti-S胃十二指腸用コンビステント 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

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 ① 標準型 ¥4,090,000

22500BZX00322000 SeQuent Please ドラッグ イルーティング バルーンカテーテル ニプロ株式会社 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 ② ｲﾝﾌｭｰｼﾞｮﾝ型 ¥150,000

22500BZX00402000 Ｖｉｖａ Ｑｕａｄ 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 （2） 4極用 ¥4,290,000

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12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
225AGBZX00070000 ＱＲマスターハイブリットシリーズ 株式会社テレシステムズ 歯科ＣＴ撮影装置

225AGBZX00070000 パノラマ断層撮影装置

225AGBZX00070000 デンタルＸ線撮影装置

225AGBZX00070000 歯科パノラマ断層撮影デジタル映像化処理装置

225AGBZX00070000 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)
225ABBZX00017000 イーハ Ⅱ ヘレウス クルツァー ジャパン株式会社 035 硬質ﾚｼﾞﾝ歯 前歯用 6本1組\593

225ABBZX00017000 036 硬質ﾚｼﾞﾝ歯 臼歯用 8本1組\773

225ABBZX00142000 ＳＡ セメント プラス オートミックス クラレノリタケデンタル株式会社 046 歯科用合着･接着材料Ⅰ(粉末･液) 1g\441

225AKBZX00120000 ＦＬＩ ＳＬ ブラケット 株式会社ロッキーマウンテンモリタ 004 ﾀﾞｲﾚｸﾄﾎﾞﾝﾄﾞ用ﾌﾞﾗｹｯﾄ 1個\286

225AKBZX00121000 ＦＬＩ ＣＳＬ ブラケット 株式会社ロッキーマウンテンモリタ 004 ﾀﾞｲﾚｸﾄﾎﾞﾝﾄﾞ用ﾌﾞﾗｹｯﾄ 1個\286

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12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12月1日
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