
承認番号または認証番号 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

22500BZX00520000 飛鳥半導体レーザ　ＡＤＬ－２０ 飛鳥メディカル株式会社 レーザー手術装置（Ⅰ）

22600BZX00126000 サイバーナイフ　Ｍ６　シリーズ 日本アキュレイ株式会社 治療用粒子加速装置（Ⅱ）

22600BZX00399000 臨床用ポリグラフ　ＲＭＣ－５０００ 日本光電工業株式会社 心臓カテーテル検査装置

22600BZX00420000 クーデックシリンジポンプ　ＣＳＰ－１２０ 大研医器株式会社 麻酔用精密持続注入器

22600BZX00420000 注入ポンプ（Ⅰ）

22600BZX00420000 注入ポンプ（Ⅲ）

22600BZX00420000 精密持続点滴装置

22600BZX00440000 ベッドサイドモニタ　ＢＳＭ－３４００　ライフスコープ　ＶＳ 日本光電工業株式会社 モニタ

226AABZX00142000 超音波骨密度測定装置　ＡＯＳ－１００Ｅ　ＥｇｇＱｕｓ 日立アロカメディカル株式会社 超音波骨密度測定装置

226AABZX00145000 光干渉断層計　ＲＳ－３３０ 株式会社ニデック 眼底三次元画像解析装置

226AABZX00145000 眼底カメラ（Ⅲ）

226AABZX00146000 ３次元眼底像撮影装置　ＤＲＩ　ＯＣＴ　Ｔｒｉｔｏｎ 株式会社トプコン 眼底三次元画像解析装置

226AABZX00146000 眼底カメラ（Ⅰ）

226AABZX00146000 眼底三次元画像解析装置

226AABZX00146000 眼底カメラ（Ⅲ）

226AABZX00148000 インピーダンスオージオメータ ＲＳ－Ｈ１ リオン株式会社 インピーダンスオージオメータ（Ⅱ）

226AABZX00148000 インピーダンスオージオメータ（Ⅲ）

226AABZX00154000 電子内視鏡　ＥＣ－６０１ＷＭ 富士フイルム株式会社 内視鏡

226AABZX00155000 電子内視鏡　ＥＧ－６０１ＷＲ 富士フイルム株式会社 内視鏡

226ABBZX00119000 汎用超音波画像診断装置 ＬＯＧＩＱ　Ｐ９ ＧＥヘルスケア・ジャパン株式会社 超音波検査装置（Ⅱ）

226ABBZX00120000 気管支ファイバービデオスコープ　ＢＦ－Ｙ００５８ オリンパスメディカルシステムズ株式会社 内視鏡

226ABBZX00121000 十二指腸ビデオスコープ ＯＬＹＭＰＵＳ ＳＩＦ－Ｙ００１５ オリンパスメディカルシステムズ株式会社 内視鏡

226ABBZX00125000 フーリエドメイン　ＯＣＴ　ｉＶｕe　５００ 中央産業貿易株式会社 眼底三次元画像解析装置

226ABBZX00128000 大腸ビデオスコープ ＯＬＹＭＰＵＳ ＣＦ　ＴＹＰＥ　Ｙ００５６－Ｉ オリンパスメディカルシステムズ株式会社 内視鏡

226ADBZX00032000 東芝スキャナ　Ｃｅｌｅｓｔｅｉｏｎ　ＰＣＡ－９０００Ａ 東芝メディカルシステムズ株式会社 ポジトロンＣＴ装置（Ⅰ）

226ADBZX00190000 シンビア　Ｅｖｏ　Ｅｘｃｅｌ シーメンス・ジャパン株式会社 エミッションＣＴ装置

226ADBZX00198000 デジタル脳波システム　コメットプラス フクダ電子株式会社 脳波計

226ADBZX00198000 パルスオキシメータ

226AFBZX00140000 スペキュラーマイクロスコープ　ＥＭ－４０００ 株式会社トーメーコーポレーション 角膜内皮細胞検査装置

226AGBZI00002000 Ｆｕｓｅ　１Ｇ　ガストロスコープ 株式会社アダチ 内視鏡

226AGBZI00003000 Ｆｕｓｅ　１Ｃ　コロノスコープ 株式会社アダチ 内視鏡

226AIBZX00028000 ニューロヒーラー 株式会社豊栄 超音波治療器

226AIBZX00054000 携帯型Ｘ線撮影装置　ＩＰＦ－２１Ｎ アールテック株式会社 診断用Ｘ線装置

226AIBZX00056000 Ｍ３Ｒ／Ｍ１２Ｒ　ホルター心電計 日本アメリケア株式会社 ホルタ心電計

226AIBZX00057000 デルタゼロ 株式会社日本メディックス 低周波治療器

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１２月０１日
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承認番号または認証番号 販売名 保険適用希望者 決定機能区分
償還価格

(円)
20700BZY01292000 エクリス人工肩関節 バイオジェネシス株式会社 059 ｵﾌﾟｼｮﾝ部品 (1) 人工股関節用部品 ① 一般ｵﾌﾟｼｮﾝ部品 ¥22,000

22100BZX00856000 ＴｈｉｎＦｌａｐ Ｓｔｅｒｉｌｅ Ｔｒａｃ 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

¥75,600

22300BZX00341000 スモールインプラントシステム 風間精機株式会社 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

22300BZX00341000 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

22300BZX00341000 063 固定用内副子用ﾜｯｼｬｰ､ﾅｯﾄ類 (1) ﾜｯｼｬｰ (Ⅰ) ¥2,740

22300BZX00341000 076 固定用金属ﾋﾟﾝ (2) 一般用 ① 標準型 ¥496

22500BZX00231000 ＴｒａｕｍａＯｎｅシステム１ 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

¥75,600

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) (1) 体外循環型 (ﾘｻﾞｰﾊﾞｰ機能あり) ① 一般用 ¥134,000

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) (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

¥143,000

22600BZX00289000 バイルラッシュセレクティブ 株式会社パイオラックスメディカルデバイス 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 ¥246,000

22600BZX00295000 MOMO　DLC　コロナリーステント 株式会社日本ステントテクノロジー 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 ¥169,000

22600BZX00401000 ＢＡソフトバルーンカテーテル Ⅱ 富士システムズ株式会社 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

22600BZX00418000 メイラピロンプレート 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) ① 標準型 ¥80,700

22600BZX00421000 オスピカ ＳＩＲＩＵＳ フラッター 平和物産株式会社 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

¥204,000

22600BZX00427000 ＢＩＯＬＯＸ ｄｅｌｔａ セラミックヘッド ＴＳ ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 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) ¥119,000

22600BZX00427000 ＢＩＯＬＯＸ ｄｅｌｔａ セラミックヘッド ＴＳ ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 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) ¥119,000

22600BZX00436000 Ｗａｇｎｅｒ ＳＬ ステム ジンマー株式会社 057 人工股関節用材料 (2) 大腿骨側材料 ① 大腿骨ｽﾃﾑ (直接固定型) ｱ 標準型 ¥502,000

22600BZX00437000 ＶｅｒＳｙｓ Ａｄｖｏｃａｔｅ ステム ジンマー株式会社 057 人工股関節用材料 (2) 大腿骨側材料 ② 大腿骨ｽﾃﾑ (間接固定型) ¥329,000

22600BZX00437000 059 ｵﾌﾟｼｮﾝ部品 (1) 人工股関節用部品 ① 一般ｵﾌﾟｼｮﾝ部品 ¥22,000

22600BZX00438000 Ｐａｃｉｆｉｃ Ｐｌｕｓ ＰＴＡバルーンカテーテル 日本メドトロニック株式会社 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 ¥72,500

22600BZX00444000 ＯＴＢ 下肢用骨端プレートＮＳ オリンパステルモバイオマテリアル株式会社 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

22600BZX00444000 060 固定用内副子 (ｽｸﾘｭｰ) (5) 中空ｽｸﾘｭｰ (生体用合金Ⅰ･L) ¥25,400

22600BZX00444000 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

22600BZX00452000 Ｔａｐｅｒ Ｓｅｔ 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 (直接固定型) ｱ 標準型 ¥502,000

226ADBZX00157000 滅菌済コーフローフィーディングチューブ 株式会社ジェイエスエス 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

226ADBZX00157000 026 栄養ｶﾃｰﾃﾙ (1) 経鼻用 ③ 経腸栄養用 ¥1,600

226ADBZX00157000 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

226ADBZX00194000 ＭＩＣ＊栄養チューブ ハリヤード・ヘルスケアインク 037 交換用胃瘻ｶﾃｰﾃﾙ (1) 胃留置型 ② ﾊﾞﾙｰﾝ型 ¥8,000

226ADBZX00194000 037 交換用胃瘻ｶﾃｰﾃﾙ (2) 小腸留置型 ¥15,900

226ADBZX00195000 Ｍｉｃｒｏｃｕｆｆ 気管チューブ ハリヤード・ヘルスケアインク 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 ¥645

226AFBZX00144000 クリオドレーンバック クローバーシステム 秋田住友ベーク株式会社 029 吸引留置ｶﾃｰﾃﾙ (1) 能動吸引型 ④ 創部用 ｱ 軟質型 ¥6,230

226AFBZX00150000 Ｅｎｔｒａｐｒｉｍｅ 気管内チューブ 株式会社インターメドジャパン 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 ¥645

226AFBZX00150000 027 気管内ﾁｭｰﾌﾞ (2) ｶﾌなし ¥635

226AFBZX00151000 Ｅｎｔｒａｐｒｉｍｅ スパイラル気管内チューブ 株式会社インターメドジャパン 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 ¥645

226AFBZX00151000 027 気管内ﾁｭｰﾌﾞ (2) ｶﾌなし ¥635

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１２月０１日

２



承認番号または認証番号 販売名 保険適用希望者 決定機能区分
暫定価格

(円)
22600BZX00304000 メドトロニック　Viva CRT-P 日本メドトロニック株式会社 112　ペースメーカー　(9)トリプルチャンバ　（Ⅲ型） ¥1,620,000

承認番号または認証番号 販売名 保険適用希望者 決定機能区分
償還価格

(円)
16100BZY00126000 カルシタイト 株式会社白鵬 001 人工骨 (1) 汎用型 ① 非吸収型 ｱ 顆粒･ﾌｨﾗｰ 1g当たり\6,270

226ADBZX00121000 ベクター ＴＡＳ コイルスプリング カボデンタルシステムズジャパン株式会社 039 超弾性ｺｲﾙｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ 1個\462

226AFBZX00102000 ＣＮプロレジン 山八歯材工業株式会社 041 義歯床用ｱｸﾘﾘｯｸ樹脂 (粉末 JIS適合品) 1g\5

226AFBZX00102000 042 義歯床用ｱｸﾘﾘｯｸ樹脂 (液 JIS適合品) 1mL\4

226AFBZX00119000 レベリング クリアアタッチメント 株式会社松風 004 ﾀﾞｲﾚｸﾄﾎﾞﾝﾄﾞ用ﾌﾞﾗｹｯﾄ 1個\294

226AFBZX00127000 リジッドクローム 株式会社アイディエス 020 歯科鋳造用ｺﾊﾞﾙﾄｸﾛﾑ合金 鉤･ﾊﾞｰ用 1g\25

226AFBZX00127000 025 歯科鋳造用コバルトクロム合金　床用 1g\116

226AGBZX00062000 コアフロ ＤＣ 株式会社エイコー 049 歯科充填用材料 Ⅰ (1) 複合ﾚｼﾞﾝ系 1g\724

226AGBZX00062000 052 複合ﾚｼﾞﾝ 築造用 (硬化後ﾌｨﾗｰ60%以上) 1g\275

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１２月０１日

２．歯科
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１２月０１日

③


