
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6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

頭部用Ｘ線ＣＴ装置 ３Ｄ Ａｃｃｕｉｔｏｍｏ 株式会社モリタ製作所 診断用Ｘ線装置

デジタル撮影装置

22500BZX00263000 ＶＩＳＩＯＮＡＩＲＥ ＰＭＩ 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 患者適合型手術支援ガイド

22600BZX00026000 エンドヴィーナス　クロージャーシステム コヴィディエンジャパン株式会社 レーザー手術装置（Ⅳ）

エースメディカル インフューザー 日本メディカルネクスト株式会社 携帯型注入ポンプ

精密持続点滴装置

麻酔用精密持続注入器

22600BZX00195000 モデュリス ＳＬＫ ｉｎｌine すみれ医療株式会社 体外式衝撃波結石破砕装置 （Ⅲ）

クリアタッチ Ｓ 株式会社ジェイメック 光線治療器（Ⅰ）

光線治療器（Ⅱ）

226AABZX00057000 ＳＯＭＡＴＯＭ スコープ シーメンス・ジャパン株式会社 ＣＴ撮影装置

226AABZX00059000 パルスオキシメータ ＨＰＯ－１６０１ オムロンヘルスケア株式会社 パルスオキシメータ

226AABZX00068000 超音波内視鏡 ＥＧ－５３０ＵＬ 富士フイルム株式会社 内視鏡

226AABZX00070000 電子内視鏡 ＥＧ－Ｌ５８０ＮＷ 富士フイルム株式会社 内視鏡

226AABZX00067000 超音波観測装置 ＳＵ－１ 富士フイルム株式会社 超音波検査装置（Ⅱ）

226ABBZI00063000 Ｃｅｌｌｖｉｚｉｏ ミニプローべ 株式会社インクリース研究所 内視鏡

226ABBZX00061000 上部消化管汎用ビデオスコープ ＯＬＹＭＰＵＳ ＧＩＦ ＴＹＰＥ Ｙ００７
２

オリンパスメディカルシステムズ株式会社 内視鏡

226ADBZX00069000 マシモ ＳｅｄＬｉｎｅ モジュール マシモジャパン株式会社 脳波計

226AGBZX00034000 コーワ ＶＸ－２０α 興和株式会社 眼底カメラ（Ⅲ）

22600BZX00107000

21500BZZ00390000

22600BZX00204000
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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)
15900BZZ00179000 気管切開チューブ クリエートメディック株式会社 003 在宅寝たきり患者処置用気管内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
¥3,730

009 在宅寝たきり患者処置用気管内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

15900BZZ00535000 チーマンカテーテル クリエートメディック株式会社 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) ¥2,130

010 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)

15900BZZ00846000 胃カテーテル クリエートメディック株式会社 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 ① 一般
用

¥180

16000BZZ00640000 シリコーンＥＤチューブ クリエートメディック株式会社 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

¥1,600

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

16100BZZ01536000 オールシリコーンフォーリーカテーテル クリエートメディック株式会社 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)

¥664

16100BZZ01536000 オールシリコーンフォーリーカテーテル クリエートメディック株式会社 010 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)

¥664

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) ¥2,130

010 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) ¥2,130

20500BZZ01179000 オールシリコーンバルーンカテーテルＳ 富士システムズ株式会社 010 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)

¥664

010 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) ¥2,130

20800BZZ00569000 トレックス－Ｃ 富士システムズ株式会社 009 非固着性ｼﾘｺﾝｶﾞｰｾﾞ (1) 広範囲熱傷用 ¥1,060

009 非固着性ｼﾘｺﾝｶﾞｰｾﾞ (2) 平坦部位用 ¥139

013 非固着性ｼﾘｺﾝｶﾞｰｾﾞ (1) 広範囲熱傷用 ¥1,060

013 非固着性ｼﾘｺﾝｶﾞｰｾﾞ (2) 平坦部位用 ¥139

トレックス 富士システムズ株式会社 009 非固着性ｼﾘｺﾝｶﾞｰｾﾞ (1) 広範囲熱傷用

013 非固着性ｼﾘｺﾝｶﾞｰｾﾞ (1) 広範囲熱傷用

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6月1日

20800BZZ00676000 ¥1,060
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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)
21300BZZ00174000 ファイコン フィーディングチューブ 富士システムズ株式会社 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 ① 一般

用
¥180

21400BZZ00355000 ファイコン フィーディングチューブＳ 富士システムズ株式会社 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 ① 一般
用

¥180

21400BZZ00476000 栄養カテーテルＳ 富士システムズ株式会社 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 ① 一般
用

¥180

21400BZZ00476000 栄養カテーテルＳ 富士システムズ株式会社 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 ① 一般
用

¥180

21500BZZ00015000 ファイコンＥＤチューブ 富士システムズ株式会社 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

¥1,600

21500BZZ00016000 ファイコンＥＤチューブⅡ 富士システムズ株式会社 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 (2) 腸瘻用 ¥4,470

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 008 携帯型ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ ¥3,550

21600BZY00633000 オリンピア人工肩関節システム ライト・メディカル・ジャパン株式会社 059 ｵﾌﾟｼｮﾝ部品 (5) 人工肩関節再置換用ｽﾃﾑﾍｯﾄﾞ ¥179,000

21600BZZ00290000 栄養カテーテル 富士システムズ株式会社 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 ① 一般
用

¥180

シリコーンフォーリーカテーテル 富士システムズ株式会社 010 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)

¥664

010 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) ¥2,130

220ADBZX00121000 ＧＢ気管切開チューブ 富士システムズ株式会社 009 在宅寝たきり患者処置用気管内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

¥4,460

009 在宅寝たきり患者処置用気管内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

¥3,730

009 在宅寝たきり患者処置用気管内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

¥4,200

22200BZX00763000 ラセン入気管切開チューブ 富士システムズ株式会社 009 在宅寝たきり患者処置用気管内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

¥4,460

22200BZX00763000 ラセン入気管切開チューブ 富士システムズ株式会社 009 在宅寝たきり患者処置用気管内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

¥4,460

009 在宅寝たきり患者処置用気管内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

¥3,730

009 在宅寝たきり患者処置用気管内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

¥4,200

222AABZX00094000 クリニー トラキオストミーチューブ クリエートメディック株式会社 009 在宅寝たきり患者処置用気管内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

¥4,460

003 在宅寝たきり患者処置用気管内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

220ADBZX00112000
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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)
22300BZX00442000 抗菌フォーリーカテーテル 富士システムズ株式会社 010 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 (3) 2管一般

(Ⅲ)
¥1,690

010 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) ¥2,130

22300BZX00443000 メラカテーテルイントロデューサキット 泉工医科工業株式会社 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 ¥2,820

223ACBZX00083000 オールシリコーンフォーリートレイキット クリエートメディック株式会社 010 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)

¥664

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)

22500BZX00297000 デルタ － ＬＯＣＫ 近位大腿骨再建システム ナカシマメディカル株式会社 070 下肢再建用人工関節用材料 (2) 再建用大腿骨近位補綴用材料 ¥876,000

059 ｵﾌﾟｼｮﾝ部品 (4) 再建用強化部品 ¥577,000

22500BZX00475000 トラベキュラーメタル リバースショルダーシステム ジンマー株式会社 065 人工肩関節用材料 (3) ﾘﾊﾞｰｽ型 ② ｽﾍﾟｰｻｰ ¥98,600

065 人工肩関節用材料 (3) ﾘﾊﾞｰｽ型 ④ 関節窩ﾍｯﾄﾞ ¥155,000

22500BZX00529000 脊椎バスケットプレートセット（スクリュー） 株式会社アムテック 064  脊椎固定用材料　(5)脊椎スクリュー（固定型） ¥71,500

22500BZX00536000 ニプロＰＴＣＡバルーンカテーテルＨ－０１ 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 ① 一般型 ¥67,300

225ADBZX00008000 ＮＣＪキットⅡ 富士システムズ株式会社 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 (2) 腸瘻用 ¥4,470

225AFBZX00064000 BDマイクロファイン　ウルトラ 日本ベクトン・ディッキンソン株式会社 007　万年筆型注入器用注射針
（２）針折れ防止型

¥17

22600BZX00034000 カネカアシストバルーンカテーテル ＮＥ－Ｎ３ 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

22600BZX00042000 ＨＬＳカニューレ マッケ・ジャパン株式会社 126　体外循環カニューレ（4）経皮的挿入用カニューレ（生体適合性付加） ¥46,700

22600BZX00082000 サンエープレートシステム 滅菌 サンエー精工株式会社 060 固定用内副子 (ｽｸﾘｭｰ) (8) その他のｽｸﾘｭｰ ① 標準型 ｱ 小型ｽｸﾘｭｰ (頭
蓋骨･顔面･上下顎骨用)

¥3,390

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

¥13,300

22600BZX00082000 サンエープレートシステム 滅菌 サンエー精工株式会社 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 ｱ 指骨､頭蓋骨､顔面
骨､上下顎骨用 ⅰ ｽﾄﾚｰﾄ型･異形型

¥13,300

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

¥16,900
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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)
22600BZX00107000 エースメディカル インフューザー 日本メディカルネクスト株式会社 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 ¥3,600

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 ¥3,610

018 携帯型ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙPCA用装置 ¥1,240

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 ¥3,420

22600BZX00107000 エースメディカル インフューザー 日本メディカルネクスト株式会社 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 ① 一般用 ¥3,420

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 ¥3,610

019 携帯型ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ (2) 一体型 ¥2,720

008 携帯型ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ ¥3,550

22600BZX00169000 Ｉ．Ｔ．Ｓ． 橈骨ロッキングプレートシステム センチュリー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 ¥6,160

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) ① 標準型 ¥80,700

22600BZX00172000 Ｉ．Ｔ．Ｓ． 鎖骨ロッキングプレートシステム センチュリー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 ¥6,160

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) ① 標準型 ¥80,700

22600BZX00178000 Ｍａｔｒｉｘ Ｍａｎｄｉｂｌｅ システム Ｇｒａｄｅ２ 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 ｱ 指骨､頭蓋骨､顔面
骨､上下顎骨用 ⅰ ｽﾄﾚｰﾄ型･異形型

¥13,300

22600BZX00183000 アテインセレクト カテーテルⅡＳＶ 日本メドトロニック株式会社 001 血管造影用ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ (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)

¥16,600

22600BZX00186000 オキシアＡＣ－Ｎ 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

¥105,000

22600BZX00187000 オキシアＩＣ－Ｎ 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

¥128,000

Ｐｅｒｓｏｎａ Ｖｉｖａｃｉｔ－Ｅ ＰＳサーフェイス＆パテラ ジンマー株式会社 058 人工膝関節用材料 (5) ｲﾝｻｰﾄ (Ⅱ) ¥73,800

058 人工膝関節用材料 (3) 膝蓋骨材料 ③ 膝蓋骨置換用材料 (Ⅲ) ¥49,700

22600BZX00189000 Ｐｅｒｓｏｎａ Ｖｉｖａｃｉｔ－Ｅ ＣＲサーフェイス ジンマー株式会社 058 人工膝関節用材料 (5) ｲﾝｻｰﾄ (Ⅱ) ¥73,800

22600BZX00190000 スーパーレボ 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)

¥34,000

22600BZX00191000 アテインコマンド ガイディングカテーテルＳＶ 日本メドトロニック株式会社 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 ¥3,660

22600BZX00191000 アテインコマンド ガイディングカテーテルＳＶ 日本メドトロニック株式会社 001 血管造影用ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ (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)

¥16,600

22600BZX00188000
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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)
22600BZX00192000 ＡＭＩＳｔｅｍ－Ｈ 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 (直接固定型) ｱ 標

準型
¥502,000

22600BZX00194000 Ａｄｌｅｒ－Ｇｅｎｕｓ セメントレス人工膝関節システム 株式会社ロバート・リード商会 058 人工膝関節用材料 (1) 大腿骨側材料 ① 全置換用材料 (直接固定型) ¥271,000

058 人工膝関節用材料 (2) 脛骨側材料 ① 全置換用材料 (直接固定型) ｱ 標
準型

¥167,000

22600BZX00198000 Ｌｏｒｅｎｚ Ｓｔｅｒｉｌｅ Ｔｒａｃ 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 060 固定用内副子 (ｽｸﾘｭｰ) (8) その他のｽｸﾘｭｰ ① 標準型 ｱ 小型ｽｸﾘｭｰ (頭
蓋骨･顔面･上下顎骨用)

¥3,390

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

¥13,300

22600BZX00198000 Ｌｏｒｅｎｚ Ｓｔｅｒｉｌｅ Ｔｒａｃ 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

¥13,300

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

¥16,900

22600BZX00199000 アクアセル Ａｇ Ｅｘｔｒａ コンバテックジャパン株式会社 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

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

226ABBZX00059000 ディスポーザブル採石バスケット ＦＧ－Ｙ００１３ 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 ¥40,000
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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)
22500BZX00556000 アルーア クアドラ CRT-P セント・ジュード・メディカル株式会社 112　ペースメーカー（8）トリプルチャンバ（Ⅱ型）　　①標準型 ¥1,630,000

22500BZX00556A01 リリーブ クアドラ CRT-P セント・ジュード・メディカル株式会社 112　ペースメーカー　（8）トリプルチャンバ（Ⅱ型）　①標準型 ¥1,630,000

22500BZX00529000 脊椎バスケットプレートセット（プレート） 株式会社アムテック 064  脊椎固定用材料　（２）脊椎プレート（Ｓ） ¥39,500

22600BZX00075000 上肢カスタムメイドプレート ナカシマメディカル株式会社 061 固定用内副子（プレート）（７）骨端用プレート（生体用合金Ⅰ）　①標準型 ¥80,700

22600BZX00002000 エンドヴィーナス　クロージャーシステム ジンマ－株式会社 078　人工骨　（３）特殊型 ¥200,000

22500BZX00475000 トラベキュラーメタル　リバースショルダーシステム ジンマー株式会社 065人工肩関節用材料（３）リバース型①上腕骨ステム ¥293,000

22500BZX00475000 トラベキュラーメタル　リバースショルダーシステム ジンマー株式会社 065人工肩関節用材料（３）リバース型③インサート ¥32,500

22500BZX00475000 トラベキュラーメタル　リバースショルダーシステム ジンマー株式会社 065人工肩関節用材料（３）リバース型⑤ベースプレート ¥164,000

22500BZI00020000 メドエル人工内耳EAS メドエルジャパン株式会社 090　人工内耳用材料（２）人工内耳用音声信号処理装置 ¥923,000

22500BZX0055200 ダック　カテーテル 日本ストライカー株式会社 132　ガイディングカテーテル
　（３）脳血管用

¥23,400

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6月1日

※１　「上肢カスタムメイドプレート」の留意事項
　　　本品は、医師が既製品では十分な治療効果が得られないと判断した場合又は既製品を使用した場合に比べ大きな治療効果が得られると判断した場合に限り算定する。

※２　「ＴＭＡＲＳオーギュメント」の留意事項
　　　本品は、骨欠損等の状態に応じて適切な形状のものを必要最小限使用することとし、１回の手術に対し、２個を限度として算定する。
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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26年6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

224AABZI00065000 シロナ ＳＩＮＩＵＳ シロナデンタルシステムズ株式会社 歯科用根管長測定器

224AABZI00105000 シロナ ＴＥＮＥＯ シロナデンタルシステムズ株式会社 歯科用根管長測定器

225AFBZX00045000 ＴＫ ＧＯＬＤ ソルダー 株式会社アイディエス 広範囲顎骨支持型補綴用ろう材

トロフィーパン スマート オシリス ２Ｄ／３Ｄ 株式会社エム・ディ・インスツルメンツ 歯科パノラマ断層撮影デジタル映像化処理装置

歯科パノラマ断層撮影

歯科用３次元エックス線断層撮影

ビスタスキャン コンビ ビュー 株式会社ヨシダ 歯科エックス線撮影デジタル映像化処理装置

歯科パノラマ断層撮影デジタル映像化処理装置

226AGBZX00007000 ビスタスキャン ミニ ビュー 株式会社ヨシダ 歯科エックス線撮影デジタル映像化処理装置

キンキケーアール８１００ ケアストリームヘルス株式会社 歯科パノラマ断層撮影デジタル映像化処理装置

パノラマ断層撮影装置

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6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)
21400BZZ00451000 プロビナイス 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) 1g\28

044 義歯床用ｱｸﾘﾘｯｸ即時硬化樹脂 (液) 1mL\19

225AFBZX00045000 ＴＫ ＧＯＬＤ ソルダー 株式会社アイディエス 005 歯科用14ｶﾗｯﾄ合金用金ろう (JIS適合品) 1g\3,739

225AFBZX00052000 ビューティフィル バルク 株式会社松風 049 歯科充填用材料 Ⅰ (1) 複合ﾚｼﾞﾝ系 1g\724

225AFBZX00053000 ビューティフィル バルク フロー 株式会社松風 049 歯科充填用材料 Ⅰ (1) 複合ﾚｼﾞﾝ系 1g\724

225AFBZX00068000 エステコア 株式会社トクヤマデンタル 052 複合ﾚｼﾞﾝ 築造用 (硬化後ﾌｨﾗｰ60%以上) 1g\275

226ABBZX00066000 カリスマ クラシック ヘレウス クルツァー ジャパン株式会社 049 歯科充填用材料 Ⅰ (1) 複合ﾚｼﾞﾝ系 1g\724

226AFBZX00058000 カリスマ フロー ヘレウス クルツァー ジャパン株式会社 049 歯科充填用材料 Ⅰ (1) 複合ﾚｼﾞﾝ系 1g\724

226AIBZX00006000 カボ エナミック カボデンタルシステムズジャパン株式会社 058 CAD/CAM冠用材料 1個\4,840

226ACBZX00017000

226AGBZX00006000

226AGBZX00039000
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