
１．医科 （別紙）
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22年11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

220ACBZX00065A01 ＰＥＴ／ＣＴ装置 ＧＥＭＩＮＩ ＬＸＬ 株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン ＣＴ撮影装置

220ACBZX00065A01 ポジトロンＣＴ装置

22200BZX00747000 ワインマン バランス ＪＰ 日本エア・リキード株式会社 在宅人工呼吸器（Ⅲ）

22200BZX00747000 人工呼吸器

22200BZX00796000 Ｉｎｆｉｎｉｔｙ ＡＣＳ ワークステーション ＣＣ ドレーゲル・メディカル ジャパン株式会社 人工呼吸器

22200BZX00798000 Ｍａｓｉｍｏ Ｒａｉｎｂｏｗ ＳＥＴ パルスＣＯオキシメータ ラディカル ７ マシモジャパン株式会社 パルスオキシメータ

22200BZX00799000 Ｍａｓｉｍｏ Ｒａｉｎｂｏｗ ＳＥＴ パルスＣＯオキシメータ Ｒａｄ－８７ マシモジャパン株式会社 パルスオキシメータ

22200BZX00800000 オートケラトレフラクトトノメータ ＴＲＫ－１Ｐ 株式会社トプコン 角膜曲率半径計測装置

22200BZX00800000 眼圧計

222AABZX00178000 イトー ＵＳ－１０１Ｌ 伊藤超短波株式会社 超音波治療器

222AABZX00179000 イトー ＵＳ－１０３Ｓ 伊藤超短波株式会社 超音波治療器

222AABZX00181000 インピーダンスオージオメータ ＲＳ－４１ リオン株式会社 インピーダンスオージオメータ（Ⅱ）

222ABBZX00175000 大腸ビデオスコープ ＯＬＹＭＰＵＳ ＣＦ ＴＹＰＥ Ｙ００２７ オリンパスメディカルシステムズ株式会社 内視鏡

222ABBZX00177000 デジタル式乳房Ｘ線撮影装置 Ｓｅｌｅｎｉａ Ｄｉｍｅｎｓｉｏｎｓ 株式会社日立メディコ 診断用Ｘ線装置

222ADBZX00100000 ナビゲータープロシステムⅡ 日本光電工業株式会社 ＯＡＥ検査装置

222ADBZX00100000 誘発反応測定装置

222AGBZX00219000 デジタル眼底カメラ ＣＲ－２ キヤノン株式会社 眼底カメラ（Ⅰ）

222AGBZX00220000 ほっとパル β チェスト株式会社 パルスオキシメータ

222AGBZX00227000 Ｖita ＣＲ システム ケアストリームヘルス株式会社 デジタル撮影装置

222AGBZX00235000 デジタルラジオグラフィ ＣＸＤＩ－７０Ｃ Ｗｉｒｅｌｅｓｓ キヤノン株式会社 デジタル撮影装置

222AGBZX00238000 Ｏ２グリーン小春３ＳＰ 株式会社医器研 酸素供給装置（Ⅰ）

222AGBZX00245000 超音波画像診断装置 ＵＤ－１０００ 株式会社トーメーコーポレーション 超音波検査装置（Ⅰ）

222ALBZX00007000 ポータブルＸ線撮影装置 ＮＸ－１００ 株式会社ティーアンドエス 診断用Ｘ線装置

222ALBZX00013000 フィンガーチップ パルスオキシメーター フィンガルリンク株式会社 パルスオキシメータ
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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)
21600BZZ00598A01 マイクロカテーテル 株式会社ユー・ティー・エム 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 ③ﾃﾞﾀｯﾁｬﾌﾞﾙｺｲﾙ用 ¥63,200

21800BZZ10063A01 オステオトランス・プラス４０ プレート タキロン株式会社 080 合成吸収性骨片接合材料 (3)ｽﾄﾚｰﾄﾌﾟﾚｰﾄ ¥40,200

21800BZZ10063A01 080 合成吸収性骨片接合材料 (4)その他のﾌﾟﾚｰﾄ ¥56,100

22100BZX01091000 Ｌａｍｉｔｒｏｄｅ ８８ リード セント・ジュード・メディカル株式会社 086 脊髄刺激装置用ﾘｰﾄﾞ (1)ﾘｰﾄﾞｾｯﾄ ②16極以上 ¥357,000

22200BZX00699000 Ｎｉｔｉ－Ｓ 胆管用シリコーンカバードステント 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

22200BZX00711000 ＨＡＮＡＲＯＳＴＥＮＴ食道用カバー エム・シー・メディカル株式会社 095 食道用ｽﾃﾝﾄ ¥130,000

22200BZX00740000 ラッソー２５１５ナビ ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 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 ②冠状静脈洞型 ¥111,000

22200BZX00740000 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 ¥241,000

22200BZX00762000 橈骨遠位端ロッキングプレートシステム 瑞穂医科工業株式会社 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) ¥6,790

22200BZX00762000 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

22200BZX00797000 Ｖａｎｇｕａｒｄ ＰＳ 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 (1)大腿骨側材料 ②全置換用材料(Ⅱ) ¥306,000

22200BZX00797000 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

22200BZX00797000 058 人工膝関節用材料 (4)ｲﾝｻｰﾄ(Ⅰ) ¥67,400

22200BZX00801000 ＰＴＡバルーンカテーテルＲＸ 川澄化学工業株式会社 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 ¥108,000

22200BZX00802000 Ｊｏｕｒｎｅｙ 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 012 血管造影用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ (3)微細血管用 ¥17,600

22200BZX00803000 AO Ｍatrix Ｍidface システム シンセス株式会社 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) ¥3,940

22200BZX00803000 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

¥15,300

22200BZX00804000 アズニス マイクロ キャニュレイテッドスクリューシステム 日本ストライカー株式会社 060 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) (4)中空ｽｸﾘｭｰ(生体用合金Ⅰ･S) ¥20,000

22200BZX00804000 063 固定用内副子用ﾜｯｼｬｰ､ﾅｯﾄ類 (1)ﾜｯｼｬｰ(Ⅰ) ¥3,030

22200BZX00805000 小児用骨切りプレート ナカシマメディカル株式会社 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) ¥31,400

22200BZX00805000 061 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) (1)ｽﾄﾚｰﾄﾌﾟﾚｰﾄ(生体用合金Ⅰ･S) ¥22,900

22200BZX00806000 Ｃoncorde ＣＦＲＰ Ｉ／Ｆ ケージ ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 078 人工骨 (2)専用型 ⑤椎体固定用 ｱ 1椎体用 ¥190,000

22200BZX00807000 アルファテック トレステル プレートシステム 株式会社アルファテック・パシフィック 064 脊椎固定用材料 (2)脊椎ﾌﾟﾚｰﾄ(S) ¥40,700

22200BZX00807000 064 脊椎固定用材料 (5)脊椎ｽｸﾘｭｰ(固定型) ¥82,200

22200BZX00827000 サーモダイリューション・カテーテル・３０００ 日本バイオセンサーズ株式会社 005 ｻｰﾓﾀﾞｲﾘｭｰｼｮﾝ用ｶﾃｰﾃﾙ (1)一般型 ①標準型 ｱ 標準型 ¥18,700

22200BZX00827000 005 ｻｰﾓﾀﾞｲﾘｭｰｼｮﾝ用ｶﾃｰﾃﾙ (1)一般型 ①標準型 ｲ 輸液又はﾍﾟｰｼﾝｸﾞﾘｰﾄﾞ用ﾙｰﾒﾝあり ¥31,800

22200BZX00828000 ＭａｘＦｉｒｅ 半月板縫合システム バイオメット・ジャパン株式会社 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

¥34,300

22200BZX00830000 タイレーン メッシュ 株式会社メディカルリーダース 099 組織代用人工繊維布 (2)ﾍﾙﾆｱ修復･胸壁補強用 ①一般 1c㎡当たり\73

22200BZX00830000 099 組織代用人工繊維布 (2)ﾍﾙﾆｱ修復･胸壁補強用 ②形状付加型 ¥19,100

22200BZX00832000 アテイン アビリティプラスリード 日本メドトロニック株式会社 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

22200BZX00833000 アクセント ＳＲ セント・ジュード・メディカル株式会社 112 ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ (1)ｼﾝｸﾞﾙﾁｬﾝﾊﾞ ¥859,000

22200BZX00836000 ＡＣＴＩＹＡＳ人工膝関節 日本メディカルマテリアル株式会社 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

22200BZX00836000 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

22200BZX00836000 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

22200BZX00836000 058 人工膝関節用材料 (4)ｲﾝｻｰﾄ(Ⅰ) ¥67,400

22200BZX00840000 ＤＡＲＣＯ
 ®

 ロッキング プレート システム ライト・メディカル・ジャパン株式会社 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) ¥6,790

22200BZX00840000 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

222AFBZX00105000 ナイチノールバスケットカテーテル 株式会社パイオラックスメディカルデバイス 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 ¥39,400

22200BZX00712000 リジェネレックス ポーラス ヒップ 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 (1)骨盤側材料 ①臼蓋形成用カップ(Ⅰ) ¥165,000

22200BZX00729000 ゴアトリローブバルーンカテーテルⅡ ジャパンゴアテックス株式会社 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 ｲ 血流非遮断型(胸部及
び腹部)

¥88,700

22200BZX00743000 Ｅ－１ Ｈｉｐ アセタブラーライナー バイオメット・ジャパン株式会社 057 人工股関節用材料 (1)骨盤側材料 ⑤ﾗｲﾅｰ(Ⅲ) ¥77,500

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22年11月1日

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)
22200BZX00698000 ガードワイヤ・プロテクションシステム 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 (6)ｵｸﾘｭｰｼﾞｮﾝｶﾃｰﾃﾙ ②特殊型 及び 133 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ (9)血栓

除去用ｶﾃｰﾃﾙ ③経皮的血栓除去用
¥188,900

22200BZX00712000 リジェネレックス ポーラス ヒップ システム バイオメット・ジャパン株式会社 078 人工骨 (2)専用型 ⑥骨盤用 ｲ その他 ¥197,000

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22年11月1日
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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22年11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

21600BZY00197000 パソラマ 株式会社パノラミックジャパンコーポレーション 歯科エックス線撮影デジタル映像化処理装置

21600BZY00197000 歯科パノラマ断層撮影デジタル映像化処理装置

222AGBZX00227000 Ｖita ＣＲ システム 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

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)
222AFBZX00106000 キッズクラウン 株式会社モリタ 056 乳歯金属冠 1本\289

222AKBZX00094000 ＩＰテンプセメント 株式会社松風 047 歯科用合着･接着材料Ⅱ(粉末･液) 1g\103

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22年11月１日
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