
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区分）　保険適用開始年月日：平成22年5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
20400BZG00055A01 ＣＬＩＮＡＣ ２１００ＣＤ 医療用リニアック 株式会社バリアン メディカル システムズ 血液Ｘ線照射装置

20400BZG00055A01 治療用粒子加速装置（Ⅱ）

20400BZG00055A02 ＣＬＩＮＡＣ ２３ＥＸ 医療用リニアック 株式会社バリアン メディカル システムズ 血液Ｘ線照射装置

20400BZG00055A02 治療用粒子加速装置（Ⅱ）

20400BZG00055A03 ＣＬＩＮＡＣ ２３００ＣＤ 医療用リニアック 株式会社バリアン メディカル システムズ 血液Ｘ線照射装置

20400BZG00055A03 治療用粒子加速装置（Ⅱ）

20400BZG00055A04 ＣＬＩＮＡＣ ２１ＥＸ 医療用リニアック 株式会社バリアン メディカル システムズ 血液Ｘ線照射装置

20400BZG00055A04 治療用粒子加速装置（Ⅱ）

21100BZY00633000 超音波手術器 ＣＵＳＡ ＥＸｃｅｌ 株式会社アムコ 超音波手術器

21600BZZ00628000 移動型デジタル式汎用Ｘ線診断装置 ＭＵＸ－１００シリーズ 株式会社島津製作所 デジタル撮影装置

21600BZZ00628000 診断用Ｘ線装置

21700BZY00563000 乳房Ｘ線撮影装置 ＳＥＰＩＯ ＮＵＡＮＣＥ ＤＴ 株式会社島津製作所 デジタル撮影装置

21700BZY00563000 診断用Ｘ線装置

21700BZZ00322000 ＭＭＩ 救急用人工蘇生器 成人用 村中医療器株式会社 人工呼吸器

218ABBZX00105000 血管撮影システム ＢＲＡＮＳＩＳＴ ｓａｆｉｒｅ 株式会社島津製作所 デジタル撮影装置

218ABBZX00105000 診断用Ｘ線装置

219AIBZX00046000 ダイレクトディジタイザーＲＥＧＩＵＳ ＭＯＤＥＬ １１０ コニカミノルタエムジー株式会社 デジタル撮影装置

220AABZX00034A01 エー・ゼット３０００シー・ティー シリーズ 朝日レントゲン工業株式会社 ＣＴ撮影装置

220ADBZX00026000 Ｒｅｇｉｕｓ ＰｕｒｅＶｉｅｗ タイプＭ コニカミノルタエムジー株式会社 診断用Ｘ線装置

220AGBZX00042000 コーワ ＥＲ－８０ 興和株式会社 視覚誘発電位検査装置

220AGBZX00042000 網膜電位測定装置

220AIBZX00034000 デジタルラジオグラフィー ＰＬＡＵＤＲ コニカミノルタエムジー株式会社 デジタル撮影装置

221AABZX00132000 カラー超音波診断装置 ＳＯＮＩＭＡＧＥ５１３ コニカミノルタエムジー株式会社 超音波検査装置（Ⅱ）

221AGBZX00160000 ペンタックス ビデオ鼻咽喉スコープ ＶＮＬ－１５９０ＳＴｉ ＨＯＹＡ株式会社 内視鏡

221AGBZX00304000 アルカナ アレイ株式会社 デジタル撮影装置

221AIBZX00049000 ダイレクトディジタイザーＲＥＧＩＵＳ ＭＯＤＥＬ ２１０ コニカミノルタエムジー株式会社 デジタル撮影装置

221ALBZX00010000 アストロン ＤＳ－Ｗ６１１ 株式会社テクノリンク 超音波治療器

221ALBZX00010000 低周波治療器

22200BZX00229000 ソノリス アイシス エダップテクノメド株式会社 体外式衝撃波結石破砕装置（Ⅲ）

222AABZX00066000 経皮血中ガスシステム ＴＣＭ４シリーズ ラジオメータ株式会社 パルスオキシメータ

222AABZX00066000 経皮血中ガス分圧モニタ

222ABBZX00019000 ＳＥＥＲ１２ ホルタレコーダ ＧＥヘルスケア・ジャパン株式会社 ホルタ心電計

222ABBZX00072000 マルチ ＣＣＤ デジタルラジオグラフィ ＮＡＯＭＩ－１１０４ 株式会社アールエフ デジタル撮影装置

222ABBZX00073000 マルチ ＣＣＤ デジタルラジオグラフィ ＮＡＯＭＩ－１１０２ 株式会社アールエフ デジタル撮影装置

222ABBZX00074000 マルチ ＣＣＤ デジタルラジオグラフィ ＮＡＯＭＩ－１１０６ 株式会社アールエフ デジタル撮影装置

222ABBZX00084000 大腸ビデオスコープ ＯＬＹＭＰＵＳ ＣＦ ＴＹＰＥ Ｙ００２０ 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

222ABBZX00090000 多目的イメージングシステム ＶｅｒｓｉＦｌｅｘ ＶＩＳＴＡ 株式会社日立メディコ デジタル撮影装置

222ABBZX00090000 診断用Ｘ線装置

222ACBZX00026000 ＥＰＤ搭載Ｘ線乳房撮影システム Ｍａｍｍｏ Ｄｉａｇｎｏｓｔ ＤＲ 株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン デジタル撮影装置

222ACBZX00026000 診断用Ｘ線装置

222ADBZX00038000 エンドスコープシステム スミス・アンド・ネフュー エンドスコピー株式会社 内視鏡

222ADBZX00039000 マルチガスユニット ＭＧＵ－８００シリーズ フクダ電子株式会社 モニタ

222ADBZX00053000 マルチガスユニット ＧＦ－２００シリーズ 日本光電工業株式会社 モニタ
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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)
20500BZZ00248A01 ＣＸカテーテル－ＵⅡ シルックス株式会社 009 血管造影用ｶﾃｰﾃﾙ (1)一般用 ¥3,430

20500BZZ00248A01 009 血管造影用ｶﾃｰﾃﾙ (4)心臓ﾏﾙﾁﾊﾟｰﾊﾟｽ型 ¥6,610

21800BZY10073000 インテグラル・ソーラー・システム ベストメディカル株式会社 064 脊椎固定用材料 (5)脊椎ｽｸﾘｭｰ(固定型) ¥82,200

21800BZY10073000 064 脊椎固定用材料 (6)脊椎ｽｸﾘｭｰ(可動型) ¥112,000

21800BZZ10082000 ＨＡＩ鎖骨プレートシステム 株式会社ホムズ技研 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) ¥89,200

22000BZX00809000 Ｄｕｒａｔａ ＩＣＤ リード シングルコイル セント・ジュード・メディカル株式会社 113 埋込式心臓ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ用ﾘｰﾄﾞ (3)ｱｸｾｻﾘｰ ¥6,610

22100BZX00252000 バーサネイル ユニバーサル ヒューメラル ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 073 髄内釘 (2)横止めｽｸﾘｭｰ ①標準型 ¥26,000

22100BZX00751000 カメーダ ＲＨ 静脈カニューレ ＵＦ 日本メドトロニック株式会社 126 体外循環用ｶﾆｭｰﾚ (1)送脱血ｶﾆｭｰﾚ ②ｼﾝｸﾞﾙ強化（生体適合性加算あり） ¥9,330

22100BZX00959000 オキシア人工肺回路 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 ¥87,500

22100BZX00959000 127 人工心肺回路 (6)個別機能品 ①貯血槽 ¥11,200

22100BZX00959000 127 人工心肺回路 (6)個別機能品 ②ｶｰﾃﾞｨｵﾄﾐｰﾘｻﾞｰﾊﾞｰ ¥34,100

22100BZX00959000 127 人工心肺回路 (6)個別機能品 ⑨安全弁 ¥5,960

22100BZX00983000 ＤＬＰ大動脈カニューレ 日本メドトロニック株式会社 126 体外循環用ｶﾆｭｰﾚ (1)送脱血ｶﾆｭｰﾚ ②ｼﾝｸﾞﾙ強化 ¥7,730

22100BZX00984000 ＤＬＰ大静脈カニューレ 日本メドトロニック株式会社 126 体外循環用ｶﾆｭｰﾚ (1)送脱血ｶﾆｭｰﾚ ②ｼﾝｸﾞﾙ強化 ¥7,730

22100BZX00984000 126 体外循環用ｶﾆｭｰﾚ (1)送脱血ｶﾆｭｰﾚ ④2段強化 ¥9,100

22100BZX01109000 キャピオックス経皮カテーテルキット（Ｘ） テルモ株式会社 126 体外循環用ｶﾆｭｰﾚ (4)経皮的挿入用ｶﾆｭｰﾚ ¥44,000

22100BZZ00003000 メディコールオクリュージョンカテーテル フィルメック株式会社 133 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ (3)PTAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ ④大動脈用ｽﾃﾝﾄｸﾞﾗﾌﾄ用 ｱ 血流遮断型(胸部及
び腹部用)

¥67,700

221ACBZX00082000 ＭＶＲリザーバ 日本メドトロニック株式会社 127 人工心肺回路 (6)個別機能品 ①貯血槽 ¥11,200

221ACBZX00096000 アフィニティ動脈フィルター 日本メドトロニック株式会社 127 人工心肺回路 (6)個別機能品 ⑤ﾗｲﾝﾌｨﾙﾀｰ ¥18,900

22200BZI00007000 メドエル人工内耳 ＰＵＬＳＡＲ－ＭＳ メドエルジャパン株式会社 090 人工内耳用材料 (1)人工内耳用ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(電極及び受信-刺激器) ¥1,580,000

22200BZX00103000 ＥＺＬｏｃ フェモラルデバイス 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 ¥143,000

22200BZX00133000 Ｖａｎｇｕａｒｄ ＣＲ インターロックシステム バイオメット・ジャパン株式会社 058 人工膝関節用材料 (2)脛骨側材料 ②全置換用材料(Ⅱ) ¥182,000

22200BZX00230000 クリニー トラキアルチューブ クリエートメディック株式会社 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 ¥776

22200BZX00230000 027 気管内ﾁｭｰﾌﾞ (2)ｶﾌなし ¥659

22200BZX00273000 フィジーク 日本ライフライン株式会社 113 埋込式心臓ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ用ﾘｰﾄﾞ (1)ﾘｰﾄﾞ ①経静脈ﾘｰﾄﾞ ｱ 標準型 ¥155,000

22200BZX00273000 113 埋込式心臓ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ用ﾘｰﾄﾞ (3)ｱｸｾｻﾘｰ ¥6,610

22200BZX00274000 Ｃｅスペース ＰＥＥＫ ビー・ブラウンエースクラップ株式会社 078 人工骨 (2)専用型 ⑤椎体固定用 ｱ 1椎体用 ¥190,000

22200BZX00275000 ペティート 日本ライフライン株式会社 113 埋込式心臓ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ用ﾘｰﾄﾞ (1)ﾘｰﾄﾞ ①経静脈ﾘｰﾄﾞ ｱ 標準型 ¥155,000

22200BZX00277000 ＰＭＭＡ セントラライザー 日本メディカルマテリアル株式会社 059 ｵﾌﾟｼｮﾝ部品 (1)人工股関節用部品 ¥26,900

22200BZX00280000 テーパーロックフェモラルステム 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) ¥557,000

22200BZX00293000 ナカシマ フェモラルヘッド 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 ③大腿骨ｽﾃﾑﾍｯﾄﾞ ¥111,000

22200BZX00294000 マイクロプラスティ テーパーロックフェモラルステム 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) ¥557,000

22200BZX00306000 キネティックス ガイドワイヤー ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 013 経皮的冠動脈形成術用ｶﾃｰﾃﾙ用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ (2)複合･高度狭窄部位用 ¥25,100

22200BZX00307000 アキュイティ ストレート トラック ボストン・サイエンティフィック 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 ¥17,600

22200BZX00316000 アナリスト ＲＦ ３６ ＤＲ セント・ジュード・メディカル株式会社 117 埋込型除細動器 (3)埋込型除細動器(Ⅳ型) ¥3,210,000

22200BZX00317000 アナリスト ＲＦ ３６ ＶＲ セント・ジュード・メディカル株式会社 117 埋込型除細動器 (2)埋込型除細動器(Ⅲ型) ¥3,100,000

22200BZX00318000 ＪＯＵＲＮＥＹ ＢＣＳ トータルニーシステム 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 ②全置換用材料(Ⅱ) ¥306,000

22200BZX00318000 058 人工膝関節用材料 (2)脛骨側材料 ②全置換用材料(Ⅱ) ¥182,000

22200BZX00318000 058 人工膝関節用材料 (3)膝蓋骨材料 ①膝蓋骨置換用材料(Ⅰ) ¥44,700

22200BZX00318000 058 人工膝関節用材料 (4)ｲﾝｻｰﾄ(Ⅰ) ¥67,400

22200BZX00522000 ＮＯＶＡＴＩＯＮ ヒップシステム イグザク テック株式会社 057 人工股関節用材料 (2)大腿骨側材料 ①大腿骨ｽﾃﾑ(Ⅰ) ¥557,000

22200BZX00527000 ナカシマ 橈骨頭プレート ナカシマ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) ¥89,200

22200BZX00528000 ｓｅｌｅＸｙｓ カップ システム ＴＨ＋ 株式会社マティス 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) ¥165,000

22200BZX00528000 057 人工股関節用材料 (1)骨盤側材料 ④ﾗｲﾅｰ(Ⅰ) ¥62,100

22200BZX00528000 057 人工股関節用材料 (1)骨盤側材料 ④ﾗｲﾅｰ(Ⅰ) ¥62,100

22200BZX00528000 059 ｵﾌﾟｼｮﾝ部品 (3)人工関節固定強化部品 ¥15,400

22200BZX00529000 ＣＳＦ ＬＰシャントシステム 日本メドトロニック株式会社 108 頭･静脈､腹腔ｼｬﾝﾄﾊﾞﾙﾌﾞ (1)標準型 ①標準機能 ｵ ｺﾈｸﾀ ⅰｽﾄﾚｰﾄ ¥7,900

22200BZX00529000 108 頭･静脈､腹腔ｼｬﾝﾄﾊﾞﾙﾌﾞ (2)ﾜﾝﾋﾟｰｽ型 ¥59,900

22200BZX00545000 プロスペース ＴＬＩＦ ビー・ブラウンエースクラップ株式会社 078 人工骨 (2)専用型 ⑤椎体固定用 ｱ 1椎体用 ¥190,000

新たな保険適用　区分Ｂ（個別評価）（材料価格として個別に評価されている区分）　保険適用開始年月日：平成22年5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）（材料価格として個別に評価されている区分）　保険適用開始年月日：平成22年5月1日

22200BZX00548000 プロモート＋ ＲＦ 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埋込型除細動器 ¥4,190,000

22200BZX00549000 カレント＋ ＲＦ ＤＲ セント・ジュード・メディカル株式会社 117 埋込型除細動器 (3)埋込型除細動器(Ⅳ型) ¥3,210,000

22200BZX00550000 カレント＋ ＲＦ ＶＲ セント・ジュード・メディカル株式会社 117 埋込型除細動器 (2)埋込型除細動器(Ⅲ型) ¥3,100,000

22200BZX00551000 ＯＤＥＶ バランスド ニー システム モジュラー フェモラル 株式会社日本エム・ディ・エム 058 人工膝関節用材料 (1)大腿骨側材料 ②全置換用材料(Ⅱ) ¥306,000

22200BZX00551000 058 人工膝関節用材料 (4)ｲﾝｻｰﾄ(Ⅰ) ¥67,400

22200BZX00551000 059 ｵﾌﾟｼｮﾝ部品 (2)人工膝関節用部品 ¥69,500
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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区分）　保険適用開始年月日：平成22年5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
220AABZX00034A01 エー・ゼット３０００シー・ティー シリーズ 朝日レントゲン工業株式会社 デンタルＸ線撮影装置

220AABZX00034A01 パノラマ断層撮影装置

220AABZX00034A01 歯科エックス線撮影デジタル映像化処理装置

220AABZX00034A01 歯科パノラマ断層撮影デジタル映像化処理装置

222ACBZX00013000 スキャン Ｘ ＩＬＥ 株式会社モリタ製作所 歯科エックス線撮影デジタル映像化処理装置

222ACBZX00013000 歯科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)
20200BZZ01490A01 ハイコスモＧ 山八歯材工業株式会社 036 硬質ﾚｼﾞﾝ歯 臼歯用 8本1組¥773

21300BZY00645000 オーソス チタニウム システム サイブロン・デンタル株式会社 005 ﾁｭｰﾌﾞ 1個¥422

220AFBZX00096A01 ハイコスモ 山八歯材工業株式会社 031 ﾚｼﾞﾝ歯 前歯用 (JIS適合品) 6本1組¥251

220AFBZX00096A01 032 ﾚｼﾞﾝ歯 臼歯用 (JIS適合品) 8本1組¥269

221AFBZX00088000 パルフィークコアペースト 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¥268

221AKBZX00174000 フィルテック シュープリーム ウルトラ コンポジットレジン スリーエム ヘルスケア株式会社 049 歯科充填用材料 Ⅰ 1g¥704

新たな保険適用　区分Ｂ（個別評価）（材料価格として個別に評価されている区分）　保険適用開始年月日：平成22年5月１日
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