中 医 協 総-１-２
２６. １.２９
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26年1月1日
薬事法承認番号

販売名

保険適用希望者

22500BZX00339000

ウォッチパット

フィリップス・レスピロニクス合同会社

22500BZX00479000

トランセンドＣＰＡＰシリーズ

パシフィックメディコ株式会社

22500BZX00479000

特定診療報酬算定医療機器の区分
終夜睡眠診断装置（Ⅰ）
在宅人工呼吸器（Ⅲ）
人工呼吸器

22500BZX00490000

ＣＡＲＥＳＣＡＰＥ ベッドサイドモニタ Ｂ４５０

ＧＥヘルスケア・ジャパン株式会社

モニタ

22500BZX00492000

カフアシスト Ｅ７０

フィリップス・レスピロニクス合同会社

排痰補助装置

22500BZX00508000

ソノペットＵＳＴ－２００１アルファ

日本ストライカー株式会社

超音波手術器

22500BZX00508000

超音波吸引器

22500BZX00516000

皮膚灌流圧（ＳＰＰ）測定装置ＰＡＤ４０００

株式会社カネカ

225AABZX00081000

マイクロタイザー ＭＴ－５Ｄ

ミナト医科学株式会社

体液量等測定装置（Ⅴ）
高周波治療器

225AABZX00123000

マイクロタイザー ＭＴ－５Ｓ

ミナト医科学株式会社

高周波治療器

225AABZX00124000

マイクロタイザー ＭＴ－５Ｉ

ミナト医科学株式会社

高周波治療器

225AABZX00125000

マイクロタイザー ＭＴ－５Ⅱ

ミナト医科学株式会社

高周波治療器

225AABZX00210000

無散瞳眼底カメラ ＴＲＣ－ＮＷ４００

株式会社トプコン

眼底カメラ（Ⅰ）

225ABBZX00156000

超音波診断装置 ＡＲＩＥＴＴＡ ７０

日立アロカメディカル株式会社

超音波検査装置（Ⅱ）

225ABBZX00167000

超音波診断装置 ＡＲＩＥＴＴＡ ６０

日立アロカメディカル株式会社

超音波検査装置（Ⅱ）

225ABBZX00170000

膀胱腎盂ビデオスコープ ＯＬＹＭＰＵＳ ＣＹＦ－Ｙ００１３

オリンパスメディカルシステムズ株式会社

内視鏡

225ABBZX00171000

耳鼻咽喉ビデオスコープ ＯＬＹＭＰＵＳ ＥＮＦ－Ｙ００２３

オリンパスメディカルシステムズ株式会社

225ABBZX00174000

内視鏡

225ADBZI00146000

ＥＶＩＳ ＬＵＣＥＲＡ ＥＬＩＴＥ 気管支ビデオスコープ ＯＬＹＭＰＵＳ ＢＦ－ オリンパスメディカルシステムズ株式会社
Ｐ２９０
ＳｏｎｏＳｉｔｅ Ｘ－Ｐｏｒｔｅ シリーズ
株式会社富士フイルムソノサイト・ジャパン

225ADBZX00170000

東芝ＭＲＩ Ｖａｎｔａｇｅ Ｅｌａｎ ＭＲＴ－２０２０

東芝メディカルシステムズ株式会社

ＭＲＩ装置

225ADBZX00179000

カーディマックス ＦＣＰ－８６００

フクダ電子株式会社

心電計（Ⅱ）

225ADBZX00180000

カーディマックス ＦＸ－８６００

フクダ電子株式会社

心電計（Ⅱ）

225ADBZX00184000

超音波画像診断装置 Ａｉｘｐｌｏｒｅｒ

株式会社エルクエスト

超音波検査装置（Ⅱ）

225AGBZX00078000

回診用Ｘ線撮影装置 ａｄｏｒｅ ＭＸ－１１００Ｈ

株式会社ケンコー・トキナー

診断用Ｘ線装置

1

内視鏡

超音波検査装置（Ⅱ）

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26年1月1日
薬事法承認番号
20600BZZ00206000

販売名
ハナコ・ドレナージキット

保険適用希望者

決定機能区分

ハナコメディカル株式会社

031 腎瘻又は膀胱瘻用ｶﾃｰﾃﾙ及びｶﾃｰﾃﾙｾｯﾄ (1) 腎瘻用ｶﾃｰﾃﾙ ② ﾋﾟｯｸﾞﾃｲﾙ型

20600BZZ00206000

031 腎瘻又は膀胱瘻用ｶﾃｰﾃﾙ及びｶﾃｰﾃﾙｾｯﾄ (3) 造設用ｾｯﾄ

20700BZY00179000

ソーブサン

アルケア株式会社

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

21300BZZ00438000

ＨＢ－ＩＶＲガイドワイヤー

フィルメック株式会社

012 血管造影用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ (2) 交換用

21600BZY00243000

ハイパーフォーム／ハイパーグライドオクリュージョンバルーンカテー コヴィディエンジャパン株式会社
テル
ＣＳＰワイヤリングシステム（ＳＵＳ）
株式会社ホムズ技研

22500BZX00064000

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
075 固定用金属線 (1) 金属線 ② ｹｰﾌﾞﾙ

22500BZX00064000

償還価格
(円)
¥5,710
¥17,700
1㎠当たり\12
¥3,880
¥123,000
¥51,800

075 固定用金属線 (2) 大転子専用締結器

¥131,000
¥170,000

22500BZX00346000

ベクトリス SureScan MRI 1X8

日本メドトロニック株式会社

086 脳・脊髄刺激装置用ﾘｰﾄﾞ (1) ﾘｰﾄﾞｾｯﾄ ① 4極

22500BZX00353000

ＭＡＱＵＥＴ コロナリーカニューレ

マッケ・ジャパン株式会社

126 体外循環用ｶﾆｭｰﾚ (2) 心筋保護用ｶﾆｭｰﾚ ② ｺﾛﾅﾘｰ

22500BZX00430000

Anchor-C サービカルケージシステム

日本ストライカー株式会社

064 脊椎固定用材料 （5） 脊椎ｽｸﾘｭｰ（固定型）

¥75,500

22500BZX00430000

Anchor-C サービカルケージシステム

日本ストライカー株式会社

064 脊椎固定用材料 （5） 脊椎ｽｸﾘｭｰ（固定型）

¥75,500

22500BZX00461000

フレゼニウスダイアライザー ＦＸ－ＣｏｒＤｉａｘシリーズ

フレゼニウス メディカル ケア ジャパン株式会社

006 在宅血液透析用特定保険医療材料(回路を含む｡) (1) ﾀﾞｲｱﾗｲｻﾞｰ ⑤ ﾎﾛｰﾌｧｲﾊﾞｰ型及び積層型
(ｷｰﾙ型)(膜面積1.5㎡未満)(Ⅴ)
006 在宅血液透析用特定保険医療材料(回路を含む｡) (1) ﾀﾞｲｱﾗｲｻﾞｰ ⑩ ﾎﾛｰﾌｧｲﾊﾞｰ型及び積層型
(ｷｰﾙ型)(膜面積1.5㎡以上2.0㎡未満)(Ⅴ)
006 在宅血液透析用特定保険医療材料(回路を含む｡) (1) ﾀﾞｲｱﾗｲｻﾞｰ ⑫ ﾎﾛｰﾌｧｲﾊﾞｰ型及び積層型
(ｷｰﾙ型)(膜面積2.0㎡以上)(Ⅴ)
040 人工腎臓用特定保険医療材料(回路を含む｡) (1) ﾀﾞｲｱﾗｲｻﾞｰ ⑤ ﾎﾛｰﾌｧｲﾊﾞｰ型及び積層型(ｷｰﾙ
型)(膜面積1.5㎡未満)(Ⅴ)
040 人工腎臓用特定保険医療材料(回路を含む｡) (1) ﾀﾞｲｱﾗｲｻﾞｰ ⑩ ﾎﾛｰﾌｧｲﾊﾞｰ型及び積層型(ｷｰﾙ
型)(膜面積1.5㎡以上2.0㎡未満)(Ⅴ)
040 人工腎臓用特定保険医療材料(回路を含む｡) (1) ﾀﾞｲｱﾗｲｻﾞｰ ⑫ ﾎﾛｰﾌｧｲﾊﾞｰ型及び積層型(ｷｰﾙ
型)(膜面積2.0㎡以上)(Ⅴ)
006 在宅血液透析用特定保険医療材料(回路を含む｡) (1) ﾀﾞｲｱﾗｲｻﾞｰ ⑤ ﾎﾛｰﾌｧｲﾊﾞｰ型及び積層型
(ｷｰﾙ型)(膜面積1.5㎡未満)(Ⅴ)
006 在宅血液透析用特定保険医療材料(回路を含む｡) (1) ﾀﾞｲｱﾗｲｻﾞｰ ⑩ ﾎﾛｰﾌｧｲﾊﾞｰ型及び積層型
(ｷｰﾙ型)(膜面積1.5㎡以上2.0㎡未満)(Ⅴ)
006 在宅血液透析用特定保険医療材料(回路を含む｡) (1) ﾀﾞｲｱﾗｲｻﾞｰ ⑫ ﾎﾛｰﾌｧｲﾊﾞｰ型及び積層型
(ｷｰﾙ型)(膜面積2.0㎡以上)(Ⅴ)
040 人工腎臓用特定保険医療材料(回路を含む｡) (1) ﾀﾞｲｱﾗｲｻﾞｰ ⑤ ﾎﾛｰﾌｧｲﾊﾞｰ型及び積層型(ｷｰﾙ
型)(膜面積1.5㎡未満)(Ⅴ)
040 人工腎臓用特定保険医療材料(回路を含む｡) (1) ﾀﾞｲｱﾗｲｻﾞｰ ⑩ ﾎﾛｰﾌｧｲﾊﾞｰ型及び積層型(ｷｰﾙ
型)(膜面積1.5㎡以上2.0㎡未満)(Ⅴ)
040 人工腎臓用特定保険医療材料(回路を含む｡) (1) ﾀﾞｲｱﾗｲｻﾞｰ ⑫ ﾎﾛｰﾌｧｲﾊﾞｰ型及び積層型(ｷｰﾙ
型)(膜面積2.0㎡以上)(Ⅴ)
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

22500BZX00461000
22500BZX00461000
22500BZX00461000
22500BZX00461000
22500BZX00461000
22500BZX00461A01

ピナファインＰＮ－Ｘシリーズ

フレゼニウス メディカル ケア ジャパン株式会社

22500BZX00461A01
22500BZX00461A01
22500BZX00461A01
22500BZX00461A01
22500BZX00461A01
22500BZX00482000

ナチュラルコンタクトプレート クラビクルシステム

メディカルトラスト株式会社

22500BZX00482000
メディカルトラスト株式会社

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)

センチュリーメディカル株式会社

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

22500BZX00487000

ＩＡＢカテーテル ＹＡＭＡＴＯ ＰＬＵＳ

マッケ・ジャパン株式会社

128 ﾊﾞﾙｰﾝﾊﾟﾝﾋﾟﾝｸﾞ用ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ (1) 一般用標準型

22500BZX00491000

アクセルＡｇ 強化型

コンバテックジャパン株式会社

¥1,800
¥1,820
¥1,870
¥1,800
¥1,820
¥1,870
¥1,800
¥1,820
¥1,870
¥6,440

¥81,000
¥191,000

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

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

22500BZX00495000

ＳｕｐｅｒＣｒｏｓｓ ＦＴ マイクロカテーテル

日本ライフライン株式会社

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

22500BZX00496000

タイトロープＳｙｎｄｅｓｍｏｓｉｓキット

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) ① 標準型
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)
077 人工靱帯 (2) 固定器具つき

2

¥1,870

¥84,300

ナチュラルコンタクトプレート クラビクルシステム
トライレムＰＴＡバルーンカテーテル

22500BZX00496000

¥1,820

¥84,300

22500BZX00485000

22500BZX00496000

¥1,800

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)

22500BZX00482000

22500BZX00491000

¥6,770

¥46,400
¥6,440
¥34,300
¥108,000

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26年1月1日
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)

22500BZX00498000

ミクスフロー

株式会社ジェイ・エム・エス

125 遠心式体外循環用血液ﾎﾟﾝﾌﾟ (2) 長期使用型

22500BZX00500000

モジュラスＲ ステム

日本リマ株式会社

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

22500BZX00500000

モジュラスＲ ステム

日本リマ株式会社

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

22500BZX00501000

ＬＣＰ ディスタルティビアプレート ローベンド（滅菌）

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) (7) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ(生体用合金Ⅰ)

¥84,300

22500BZX00502000

ＨＴ Ｃｏｍｍａｎｄ ペリフェラルガイドワイヤー

アボット バスキュラー ジャパン株式会社

012 血管造影用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ (3) 微細血管用

¥16,300

22500BZX00503000

Ｓｐｒｉｎｔクアトロ タインドリードＤＦ４

日本メドトロニック株式会社

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)

22500BZX00504000

Ｊａｒｖｉｋ２０００植込み型補助人工心臓システム

センチュリーメディカル株式会社

129 補助人工心臓ｾｯﾄ (3) 植込型(非拍動流型) ③ 軸流型

22500BZX00506000

ＮＣＢ Ｐｅｒｉｐｒｏｓｔｈｅｔｉｃ Ｆｅｍｕｒプレート

ジンマー株式会社

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

22500BZX00506000

¥83,400

¥926,000
¥18,100,000
¥6,440

061 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) (2) ｽﾄﾚｰﾄﾌﾟﾚｰﾄ(生体用合金Ⅰ･L)

¥30,400

22500BZX00506000

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

22500BZX00506000

075 固定用金属線 (1) 金属線 ② ｹｰﾌﾞﾙ

¥51,800

012 血管造影用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ (3) 微細血管用

¥16,300

064 脊椎固定用材料 (1) 脊椎ﾛｯﾄﾞ

¥45,300

22500BZX00510000

ＭＨ心臓・中心循環系用ガイドワイヤ

株式会社メディコスヒラタ

22500BZX00512000

ＩＢＩＳ スパイナル システム

株式会社日本エム・ディ・エム

22500BZX00512000

064 脊椎固定用材料 (5) 脊椎ｽｸﾘｭｰ(固定型)

¥75,500

22500BZX00512000

064 脊椎固定用材料 (6) 脊椎ｽｸﾘｭｰ(可動型)

¥103,000

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

22500BZX00514000

ＢＫＳ オフセット ティビアル トレー

株式会社日本エム・ディ・エム

22500BZX00514000
22500BZX00515000

059 ｵﾌﾟｼｮﾝ部品 (2) 人工膝関節用部品
ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社

22500BZX00521000

ＧｕｉｄｅＬｉｎｅｒカテーテル

日本ライフライン株式会社

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

22500BZX00524000

グライドシーススレンダー

テルモ株式会社

001 血管造影用ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ (1) 一般用

¥3,010

22500BZX00524000

グライドシーススレンダー

テルモ株式会社

001 血管造影用ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ (1) 一般用

¥3,010

225AABZX00129000

ニュー エンテラル フィーディング 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

026 栄養ｶﾃｰﾃﾙ (1) 経鼻用 ③ 経腸栄養用

¥1,630

22500BZX00515000

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

¥65,400

インジェニオ ＭＲＩ

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

225AABZX00129000

¥781,000
¥1,050,000
¥46,500

225AABZX00148000

デニス 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 ① 経鼻挿入型

¥26,300

225ABBZX00151000

オプチフレックス

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

225ABBZX00165000

ＥＮＴ－ＤＩＢ副鼻腔炎治療用カテーテル

株式会社塚田メディカル・リサーチ

055 副鼻腔炎治療用ｶﾃｰﾃﾙ

¥3,590

225ADBZI00114000

アダプティックドレッシング

株式会社エムビーエス

009 非固着性ｼﾘｺﾝｶﾞｰｾﾞ (1) 広範囲熱傷用

¥1,040

225ADBZI00114000

009 非固着性ｼﾘｺﾝｶﾞｰｾﾞ (2) 平坦部位用

225ADBZI00114000

009 非固着性ｼﾘｺﾝｶﾞｰｾﾞ (3) 凹凸部位用

¥139
¥317

225ADBZX00186000

尿管アクセスシース リトレース／ダイレーター

コロプラスト株式会社

135 尿路拡張用ｶﾃｰﾃﾙ (1) 尿管用

225AIBZX00057000

コンファ 腎盂バルーンカテーテル Ⅱ

株式会社エフスリィー

031 腎瘻又は膀胱瘻用ｶﾃｰﾃﾙ及びｶﾃｰﾃﾙｾｯﾄ (1) 腎瘻用ｶﾃｰﾃﾙ ⑤ 腎盂ﾊﾞﾙｰﾝ型

¥2,410

225AIBZX00058000

コンファ 膀胱瘻カテーテル

株式会社エフスリィー

031 腎瘻又は膀胱瘻用ｶﾃｰﾃﾙ及びｶﾃｰﾃﾙｾｯﾄ (2) 膀胱瘻用ｶﾃｰﾃﾙ

¥3,710

225AOBZX00004000

セーフシースⅡイントロデューサ

株式会社エル・エム・エス

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

3

¥43,200

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26年1月1日
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)

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 (2) ｶﾊﾞｰあり

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 ③ 自動調整機能付き

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 ⑥ 再狭窄抑制型

22500BZX00324000

ゴアプロパテンバスキュラーグラフト

日本ゴア株式会社

134 人工血管 (1) 永久留置型 ② 小血管用 ｳ ﾍﾊﾟﾘﾝ使用型 ⅰ 外部ｻﾎﾟｰﾄあり

１㎝当たり\3,530

134 人工血管 (1) 永久留置型 ② 小血管用 ｳ ﾍﾊﾟﾘﾝ使用型 ⅱ 外部ｻﾎﾟｰﾄなし

１㎝当たり\2,590

22500BZX00368000

エヴィア HF-T Pro

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） ② ＭＲＩ対応型

¥1,710,000

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 ② 自動調整機能付き

¥4,610,000

22500BZX00324000

¥258,000
¥4,410,000
¥174,000

22500BZX00340000

クラニオフィックス アブソーバブル

ビー･ブラウンエースクラップ株式会社

(12) 頭蓋骨閉鎖用ｸﾗﾝﾌﾟ ② 簡易型

22500BZX00345000

プライムアドバンスト SureScan MRI

日本メドトロニック株式会社

087 植込型脳・脊髄電気刺激装置 (4) 疼痛除去用（16極以上用） ② ＭＲＩ対応型

¥1,680,000

¥18,600

22500BZX00344000

リストアセンサー SureScan MRI

日本メドトロニック株式会社

087 植込型脳・脊髄電気刺激装置 (6) 疼痛除去用（16極以上用）充電式・体位変換対応型 ② ＭＲＩ対
応型

¥2,070,000

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26年1月1日
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)

22500BZX00269000

エンボスフィア

日本化薬株式会社

183 血管内塞栓材 (2) 動脈塞栓療法用

22500BZX00271000

ヘパスフィア

日本化薬株式会社

183 血管内塞栓材 (3) 動脈化学塞栓療法用

¥99,000

22500BZX00310000

PillCam COLON 2 カプセル 内視鏡システム

ギブン・イメージング株式会社

148 ｶﾌﾟｾﾙ型内視鏡 (2) 大腸用

¥83,100

22400BZI00010000

サーモガードシステム

旭化成ゾールメディカル株式会社

133 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ (20) 体温調節用ｶﾃｰﾃﾙ

¥27,900

22400BZI00010000

サーモガードシステム

旭化成ゾールメディカル株式会社

22500BZX00273000

上肢カッティングガイド

ナカシマメディカル株式会社

22500BZX00420000

PDレーザ BT

パナソニックヘルスケア株式会社

22500BZI00017000

着用型自動除細動器 LifeVest

旭化成ゾールメディカル株式会社

4

¥26,500

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26年1月1日
薬事法承認番号
225AGBZX00079000

販売名
ＱＲマスターハイパーパノラマ

保険適用希望者

特定診療報酬算定医療機器の区分

株式会社テレシステムズ

パノラマ断層撮影装置

225AGBZX00079000

歯科ＣＴ撮影装置

225AGBZX00079000

デンタルＸ線撮影装置

225AGBZX00079000

歯科パノラマ断層撮影デジタル映像化処理装置

225AGBZX00079000

歯科エックス線撮影デジタル映像化処理装置

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26年1月1日
薬事法承認番号
20900BZY00289000

販売名
ストローマンインプラント・ヒーリングキャップ

保険適用希望者

決定機能区分

ストローマン・ジャパン株式会社

025 暫間装着体 (2) 暫間装着体(Ⅱ)

20900BZY00289000
20900BZY00970000

ストローマンインプラントシステム

ストローマン・ジャパン株式会社

償還価格
(円)
¥3,450

025 暫間装着体 (3) 暫間装着体(Ⅲ)

¥5,260

029 ｼﾘﾝﾀﾞｰ

¥7,890

21400BZY00014000

ストローマンインプラント（滅菌済）

ストローマン・ジャパン株式会社

024 ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ体 (2) 標準型（Ⅱ）

¥35,300

21500BZY00490000

ストローマンインプラントアバットメント

ストローマン・ジャパン株式会社

027 ｱﾊﾞｯﾄﾒﾝﾄ (4) ｱﾊﾞｯﾄﾒﾝﾄ(Ⅳ)

¥18,100

21600BZY00515000

ストローマンインプラント・ゴールドコーピング

ストローマン・ジャパン株式会社

029 ｼﾘﾝﾀﾞｰ

22300BZX00107000

ＢＬ 封鎖スクリュー（滅菌済）

ストローマン・ジャパン株式会社

025 暫間装着体 (2) 暫間装着体(Ⅱ)

¥3,450

22300BZX00108000

ゴールドアバットメント

ストローマン・ジャパン株式会社

026 ｽｸﾘｭｰ

¥2,680

22300BZX00111000

ストローマン Ｔｉ アバットメント

ストローマン・ジャパン株式会社

025 暫間装着体 (1) 暫間装着体(Ⅰ)

22300BZX00114000

マルチベースアバットメント

ストローマン・ジャパン株式会社

027 ｱﾊﾞｯﾄﾒﾝﾄ (4) ｱﾊﾞｯﾄﾒﾝﾄ(Ⅳ)
025 暫間装着体 (3) 暫間装着体(Ⅲ)

¥5,260

22300BZX00139000

ヒーリングアバットメント Ｔｙｐｅ Ｃ

ストローマン・ジャパン株式会社

025 暫間装着体 (1) 暫間装着体(Ⅰ)

¥6,730

22300BZX00226000

ｓｙｎＯｃｔａ アバットメント

ストローマン・ジャパン株式会社

027 ｱﾊﾞｯﾄﾒﾝﾄ (4) ｱﾊﾞｯﾄﾒﾝﾄ(Ⅳ)

223AABZX00026000

ストローマン ゴールドコーピング

ストローマン・ジャパン株式会社

029 ｼﾘﾝﾀﾞｰ

22500BZX00233000

ストローマン ロケーターシステム ＴＬ

ストローマン・ジャパン株式会社

027 ｱﾊﾞｯﾄﾒﾝﾄ (4) ｱﾊﾞｯﾄﾒﾝﾄ(Ⅳ)

22500BZX00233000

ストローマン ロケーターシステム ＴＬ

ストローマン・ジャパン株式会社

22300BZX00108000

027 ｱﾊﾞｯﾄﾒﾝﾄ (4) ｱﾊﾞｯﾄﾒﾝﾄ(Ⅳ)

22300BZX00114000

22500BZX00233000
22500BZX00233000
22500BZX00399000

ストローマン ロケーターシステム ＢＬ

ストローマン・ジャパン株式会社

¥7,890

¥18,100
¥6,730
¥18,100

¥18,100
¥7,890
¥18,100

027 ｱﾊﾞｯﾄﾒﾝﾄ (4) ｱﾊﾞｯﾄﾒﾝﾄ(Ⅳ)

¥18,100

028 ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ (1) ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ(Ⅰ)

¥11,400

028 ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ (3) ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ(Ⅲ)

¥3,250

027 ｱﾊﾞｯﾄﾒﾝﾄ (4) ｱﾊﾞｯﾄﾒﾝﾄ(Ⅳ)

¥18,100
¥19,300

22500BZX00480000

ＥＭＩＮＥＯフィクスチャー

京セラメディカル株式会社

024 ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ体 (1) 標準型(Ⅰ)

22500BZX00481000

ＥＭＩＮＥＯシステムアクセサリー

京セラメディカル株式会社

025 暫間装着体 (1) 暫間装着体(Ⅰ)

¥6,730

22500BZX00481000

025 暫間装着体 (2) 暫間装着体(Ⅱ)

¥3,450

22500BZX00481000

026 ｽｸﾘｭｰ

¥2,680

22500BZX00481000

027 ｱﾊﾞｯﾄﾒﾝﾄ (1) ｱﾊﾞｯﾄﾒﾝﾄ(Ⅰ)

¥13,500

225ADBZX00082000

ソニックフィル レジン

カボデンタルシステムズジャパン株式会社

049 歯科充填用材料 Ⅰ

1g\704

225AFBZX00138000

デントス ＮＴ コイルスプリング

株式会社松風

039 超弾性ｺｲﾙｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ

1個\450

225AGBZX00080000

オーソバンドペースト ＬＣ

株式会社エイコー

037 ﾀﾞｲﾚｸﾄﾎﾞﾝﾄﾞ用ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ材

225AKBZX00137000

フィットレジン

株式会社松風

043 義歯床用ｱｸﾘﾘｯｸ即時硬化樹脂(粉末)

225AKBZX00137000

044 義歯床用ｱｸﾘﾘｯｸ即時硬化樹脂(液)

5

1g\834
1g\28
1mL\19

