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23年6月1日
薬事法承認番号
20100BZZ01202000

販売名
ＤＩＢカテーテル

保険適用希望者
三矢メディカル株式会社

特定診療報酬算定医療機器の区分
携帯型注入ポンプ

20100BZZ01202000

精密持続点滴装置

20100BZZ01202000

麻酔用精密持続注入器

20700BZY00270000

エレクトロアキュスコープキャリー

株式会社サンメディカル

低周波治療器

21100BZY00458000

エレクトロマイオパルス ７５Ｌ

株式会社サンメディカル

低周波治療器

21100BZY00459000

エレクトロアキュスコープ ８０Ｌ

株式会社サンメディカル

低周波治療器

21400BZY00118000

ハイチャージ １８４

株式会社サンメディカル

低周波治療器

218ACBZX00012000

イオノソンＥＸ

株式会社サンメディカル

低周波治療器

219AIBZX00044A01

ルミノス セッション

シーメンス・ジャパン株式会社

診断用Ｘ線装置

220AGBZX00275000

酸素濃縮器 ＫＭ－Ｘ

株式会社メトラン

酸素供給調節器

22100BZX00365000

ＤＩＢ－ＰＣＡシステム

三矢メディカル株式会社

携帯型注入ポンプ

22100BZX00365A01

リニアフューザーDIB（C）

三矢メディカル株式会社

218ACBZX00012000

超音波治療器

携帯型注入ポンプ

22100BZX00365A01

精密持続点滴装置

22100BZX00365A01

麻酔用精密持続注入器

222ABBZX00199000

汎用超音波画像診断装置 ＬＯＧＩＱ Ｓ８

ＧＥ ヘルスケア・ジャパン株式会社

超音波検査装置（Ⅱ）

222AGBZX00251000

酸素濃縮器 ＫＭ－Ｘ ３Ｌ

株式会社メトラン

酸素供給調節器

22300BZI00007000

ＡＭＳ ＧｒｅｅｎＬｉｇｈｔ ＨＰＳ コンソール

エマーゴ・ジャパン株式会社

レーザー手術装置（Ⅰ）

22300BZX00184000

オキシログ３０００ プラス

ドレーゲル・メディカル ジャパン株式会社

人工呼吸器

22300BZX00204000

ピュアイエロー・レーザー光凝固装置 ＩＱ５７７

株式会社トーメーコーポレーション

眼科用光凝固装置

22300BZX00216000

ビズラス ＰＤＴ システム ６９０ｐｌｕｓ

カールツァイスメディテック株式会社

眼科用光凝固装置

22300BZX00224000

マイクロ プラス スモーカーライザー

原田産業株式会社

呼気ガス分析装置

223ABBZX00043000

耳鼻咽喉ビデオスコープ ＯＬＹＭＰＵＳ ＥＮＦ－ＶＨ

オリンパスメディカルシステムズ株式会社

内視鏡

223ABBZX00048000

ガストロファイバースコープ ＯＬＹＭＰＵＳ ＧＦ－Ｙ０００８

オリンパスメディカルシステムズ株式会社

内視鏡

223ABBZX00049000

ＯＥＳ 気管支ファイバースコープ ＯＬＹＭＰＵＳ ＢＦ ＴＹＰＥ ＸＩ４０

オリンパスメディカルシステムズ株式会社

内視鏡

223ABBZX00054000

気管支ファイバースコープ ＯＬＹＭＰＵＳ ＢＦ ＴＹＰＥ Ｙ０００４

オリンパスメディカルシステムズ株式会社

内視鏡

223ABBZX00055000

膀胱腎盂ビデオスコープ ＯＬＹＭＰＵＳ ＣＹＦ ＴＹＰＥ Ｙ０００８

オリンパスメディカルシステムズ株式会社

内視鏡

223ADBZX00044000

Ｂｉｏｍｅｔ ＯｒｔｈｏＰａｋ 骨電気刺激装置

バイオメット・ジャパン株式会社

骨電気刺激装置

223AGBZX00063000

マイオトラック

ジェイ・ワン・プロダクツ株式会社

筋電計（Ⅰ）

223AGBZX00064000

マイオトラック３

ジェイ・ワン・プロダクツ株式会社

筋電計（Ⅰ）

223AGBZX00070000

ライカート７ＣＲ

株式会社コーナン・メディカル

眼圧計

223AGBZX00101000

キンキレクスターＳ／Ａ

株式会社近畿レントゲン工業社

223AGBZX00101000

診断用Ｘ線装置
デンタルＸ線撮影装置

223AGBZX00103000

フルオート非接触眼圧計 ＴＸ－２０

キヤノン株式会社

眼圧計

22200BZX00721000

サイバーナイフ ラジオサージェリーシステム

日本アキュレイ株式会社

治療用粒子加速装置(Ⅱ)

1

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23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

21600BZZ00352000

ＪＭＳ ＣＡＰＤ接続チューブ

株式会社ジェイ・エム・エス

053 腹膜透析装置専用回路 (1) Ｙｾｯﾄ

21800BZZ10087000

人工膝関節 （ＰＳＭ）

ナカシマメディカル株式会社

059 ｵﾌﾟｼｮﾝ部品 (2) 人工膝関節用部品

22100BZX00900000

オキシア人工心肺回路Ｎ

株式会社ジェイ・エム・エス

償還価格
(円)
¥867
¥69,500

127 人工心肺回路 (1) ﾒｲﾝ回路 ② 抗血栓性なし

¥149,000

22100BZX00900000

127 人工心肺回路 (3) 心筋保護回路

¥23,600

22100BZX00900000

127 人工心肺回路 (4) 血液濃縮回路

¥33,000

22100BZX00900000

127 人工心肺回路 (6) 個別機能品 ④ 心筋保護用貯液槽

¥12,300

22100BZX00900000

127 人工心肺回路 (6) 個別機能品 ⑥ 回路洗浄用ﾌｨﾙﾀｰ

22100BZX00900000

127 人工心肺回路 (6) 個別機能品 ⑦ 血液学的ﾊﾟﾗﾒｰﾀｰ測定用ｾﾙ

22100BZX00900000

127 人工心肺回路 (6) 個別機能品 ⑨ 安全弁

¥5,040
¥18,000
¥5,960

22200BZX00809000

アパセラム－Ｌ２

ＨＯＹＡ株式会社

078 人工骨 (2) 専用型 ④ 椎弓･棘間用

¥41,900

22200BZX00810000

アパセラム－Ｌ３

ＨＯＹＡ株式会社

078 人工骨 (2) 専用型 ④ 椎弓･棘間用

¥41,900

22200BZX00811000

アパセラム－Ｌ４

ＨＯＹＡ株式会社

078 人工骨 (2) 専用型 ④ 椎弓･棘間用

22200BZX00971000

ＢＩＯＬＯＸ ｄｅｌｔａ セラミックヘッド （ＣＥＲＡＭＡＸ）

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)

¥41,900
¥125,000

22300BZI00006000

ソーリン ベントカニューレ

ソーリン・グループ株式会社

126 体外循環用ｶﾆｭｰﾚ (3) ﾍﾞﾝﾄｶﾃｰﾃﾙ ① ｼﾝｸﾞﾙﾙｰﾒﾝ

22300BZX00084000

ヒップレグラス Ⅱ

株式会社エム・エム・ティー

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 ｱ 大腿骨ｽﾃﾑﾍｯﾄﾞ(Ⅰ)

¥111,000

22300BZX00084000

057 人工股関節用材料 (2) 大腿骨側材料 ④ 人工骨頭用 ｲ ﾊﾞｲﾎﾟｰﾗｶｯﾌﾟ

¥134,000

22300BZX00084000

059 ｵﾌﾟｼｮﾝ部品 (1) 人工股関節用部品
株式会社エム・エム・ティー

¥3,740

¥26,900

22300BZX00085000

ヒップレグラス （ステム）

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

22300BZX00183000

ニプロ血栓吸引カテーテルＯＴＷ

ニプロ株式会社

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

¥57,900

22300BZX00205000

アルファテック ゾディアック スパイナル Ｊスクリュー

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 (5) 脊椎ｽｸﾘｭｰ(固定型)

¥82,200

22300BZX00210000

ユニファイ

セント・ジュード・メディカル株式会社

22300BZX00211000

フォーティファイ ＳＴ

セント・ジュード・メディカル株式会社

22300BZX00205000

064 脊椎固定用材料 (6) 脊椎ｽｸﾘｭｰ(可動型)
144 両室ﾍﾟｰｼﾝｸﾞ機能付き埋込型除細動器

22300BZX00211000

¥557,000

¥112,000
¥4,190,000

117 埋込型除細動器 (2) 埋込型除細動器(Ⅲ型)

¥3,100,000

117 埋込型除細動器 (3) 埋込型除細動器(Ⅳ型)

¥3,210,000

22300BZX00215000

ＯＴＷ ＴＲＥＫ ＰＴＣＡ バルーンカテーテル

アボット バスキュラー ジャパン株式会社

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

22300BZX00219000

Ｖａｎｇｕａｒｄ ＲＰ ＤＤ 人工膝関節システム

バイオメット・ジャパン株式会社

058 人工膝関節用材料 (4) ｲﾝｻｰﾄ(Ⅰ)

22300BZX00222000

ｓｅｌｅＸｙｓ アルミナ ヒップシステム

株式会社マティス

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 ｱ 大腿骨ｽﾃﾑﾍｯﾄﾞ(Ⅰ)
057 人工股関節用材料 (1) 骨盤側材料 ④ ﾗｲﾅｰ(Ⅰ)

¥62,100

ストラータ ２ 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 ｱ 近位ｶﾃｰﾃﾙ ⅰ 標準型

¥23,400

22300BZX00222000
22300BZX00223000

¥100,000
¥67,400

22300BZX00223000

108 頭･静脈､腹腔ｼｬﾝﾄﾊﾞﾙﾌﾞ (1) 標準型 ① 標準機能 ｲ ﾘｻﾞｰﾊﾞｰ

22300BZX00223000

108 頭･静脈､腹腔ｼｬﾝﾄﾊﾞﾙﾌﾞ (1) 標準型 ① 標準機能 ｳ ﾊﾞﾙﾌﾞ ⅱ 流量調節･圧可変式

22300BZX00223000

108 頭･静脈､腹腔ｼｬﾝﾄﾊﾞﾙﾌﾞ (1) 標準型 ① 標準機能 ｴ 遠位ｶﾃｰﾃﾙ ⅰ 標準型

22300BZX00223000

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

22300BZX00223000

108 頭･静脈､腹腔ｼｬﾝﾄﾊﾞﾙﾌﾞ (1) 標準型 ② 特殊機能

22300BZX00227000

バリアックス ディスタル フィブラ プレート

日本ストライカー株式会社

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)

22300BZX00229000

ＶＩＢＥ ＩＶＵＳバルーンカテーテル

ボルケーノ・ジャパン株式会社

007 血管内超音波ﾌﾟﾛｰﾌﾞ (4) 特定(Ⅱ)

22300BZX00231000

Ｅｘｐｅｄｉｕｍ スパインシステム ６．３５

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

¥111,000

¥21,600
¥181,000
¥31,000
¥7,900
¥67,600
¥89,200
¥175,000

064 脊椎固定用材料 (1) 脊椎ﾛｯﾄﾞ

¥49,900

22300BZX00231000

064 脊椎固定用材料 (4) 椎体ﾌｯｸ

¥76,000

22300BZX00231000

064 脊椎固定用材料 (5) 脊椎ｽｸﾘｭｰ(固定型)

¥82,200

22300BZX00231000

064 脊椎固定用材料 (6) 脊椎ｽｸﾘｭｰ(可動型)

¥112,000

22300BZX00231000

064 脊椎固定用材料 (7) 脊椎ｺﾈｸﾀｰ

22300BZX00231000

064 脊椎固定用材料 (8) ﾄﾗﾝｽﾊﾞｰｽ固定器

¥71,300

22300BZX00231000

064 脊椎固定用材料 (10) 椎体ﾜｯｼｬｰ

¥13,800

¥48,900

22300BZX00233000

コンプリヘンシブ ショルダー リビジョンステム

バイオメット・ジャパン株式会社

065 人工肩関節用材料 (2) 上腕骨側材料

¥624,000

22300BZX00018000

ＢＩＯＬＯＸ ｄｅｌｔａ セラミックフェモラルヘッド

日本ストライカー株式会社

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)

¥125,000

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23年6月1日
薬事法承認番号
22300BZX00029000

販売名
コンサルタＣＲＴ－Ｐ

保険適用希望者

類似機能区分

日本メドトロニック株式会社

112 ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ (7) ﾄﾘﾌﾟﾙﾁｬﾝﾊﾞ(Ⅰ型)

2

暫定価格
(円)
¥1,540,000

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23年6月1日
薬事法承認番号
21200BZZ00111000

販売名

保険適用希望者

パノラマＸ線装置 ＮＰＸ８８００シリーズ

朝日レントゲン工業株式会社

パノラマＸ線撮影装置 Ｈｙｐｅｒ－Ｘシリーズ

朝日レントゲン工業株式会社

21200BZZ00111000
21600BZZ00148000

特定診療報酬算定医療機器の区分
デンタルＸ線撮影装置
歯科エックス線撮影デジタル映像化処理装置

21600BZZ00148000

デンタルＸ線撮影装置
歯科エックス線撮影デジタル映像化処理装置

223ACBZX00026000

ルートＺＸ ｍｉｎｉ Ｕ

株式会社モリタ製作所

223AGBZX00101000

キンキレクスターＳ／Ａ

株式会社近畿レントゲン工業社

歯科用根管長測定器

223AGBZX00101000

診断用Ｘ線装置
デンタルＸ線撮影装置

3

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23年6月1日
薬事法承認番号
21900BZX00575000

販売名
ダン・コバルト中硬質

保険適用希望者

決定機能区分

株式会社日本歯科金属

21900BZX00575000
21900BZX00576000

シーピーアロイ ３５０

株式会社日本歯科金属

21900BZX00576000
21900BZX00577000

ダン・コバルト硬質

株式会社日本歯科金属

21900BZX00577000
21900BZX00578000

シーピーアロイ ４００

株式会社日本歯科金属

21900BZX00578000
21900BZX00579000

ダン・コバルト硬硬質

株式会社日本歯科金属

21900BZX00579000
21900BZX00580000

シーピーアロイ ４５０

株式会社日本歯科金属

21900BZX00580000
21900BZX00581000

ナビロイ

株式会社日本歯科金属

21900BZX00581000
21900BZX00582000

ダン・コバルト超硬質

株式会社日本歯科金属

21900BZX00582000
21900BZX00583000

ダン・コバルトスーパー

株式会社日本歯科金属

21900BZX00583000
21900BZX00584000

スーパーキャスト

株式会社日本歯科金属

21900BZX00584000
21900BZX00585000

1g\27

025 歯科鋳造用ｺﾊﾞﾙﾄｸﾛﾑ合金 床用

1g\28

020 歯科鋳造用ｺﾊﾞﾙﾄｸﾛﾑ合金 鉤･ﾊﾞｰ用

1g\27

025 歯科鋳造用ｺﾊﾞﾙﾄｸﾛﾑ合金 床用

1g\28

020 歯科鋳造用ｺﾊﾞﾙﾄｸﾛﾑ合金 鉤･ﾊﾞｰ用

1g\27

025 歯科鋳造用ｺﾊﾞﾙﾄｸﾛﾑ合金 床用

1g\28

020 歯科鋳造用ｺﾊﾞﾙﾄｸﾛﾑ合金 鉤･ﾊﾞｰ用

1g\27

025 歯科鋳造用ｺﾊﾞﾙﾄｸﾛﾑ合金 床用

1g\28

020 歯科鋳造用ｺﾊﾞﾙﾄｸﾛﾑ合金 鉤･ﾊﾞｰ用

1g\27

025 歯科鋳造用ｺﾊﾞﾙﾄｸﾛﾑ合金 床用

1g\28

020 歯科鋳造用ｺﾊﾞﾙﾄｸﾛﾑ合金 鉤･ﾊﾞｰ用

1g\27

025 歯科鋳造用ｺﾊﾞﾙﾄｸﾛﾑ合金 床用

1g\28

020 歯科鋳造用ｺﾊﾞﾙﾄｸﾛﾑ合金 鉤･ﾊﾞｰ用

1g\27

025 歯科鋳造用ｺﾊﾞﾙﾄｸﾛﾑ合金 床用

1g\28

020 歯科鋳造用ｺﾊﾞﾙﾄｸﾛﾑ合金 鉤･ﾊﾞｰ用

1g\27

025 歯科鋳造用ｺﾊﾞﾙﾄｸﾛﾑ合金 床用

1g\28

020 歯科鋳造用ｺﾊﾞﾙﾄｸﾛﾑ合金 鉤･ﾊﾞｰ用

1g\27

025 歯科鋳造用ｺﾊﾞﾙﾄｸﾛﾑ合金 床用

1g\28

020 歯科鋳造用ｺﾊﾞﾙﾄｸﾛﾑ合金 鉤･ﾊﾞｰ用

1g\27

025 歯科鋳造用ｺﾊﾞﾙﾄｸﾛﾑ合金 床用

1g\28
1g\27

株式会社日本歯科金属

020 歯科鋳造用ｺﾊﾞﾙﾄｸﾛﾑ合金 鉤･ﾊﾞｰ用
025 歯科鋳造用ｺﾊﾞﾙﾄｸﾛﾑ合金 床用

1g\28

ダン・コバルトスーパーハード

株式会社日本歯科金属

020 歯科鋳造用ｺﾊﾞﾙﾄｸﾛﾑ合金 鉤･ﾊﾞｰ用

1g\27

025 歯科鋳造用ｺﾊﾞﾙﾄｸﾛﾑ合金 床用

1g\28

Ｃ－Ｉアロイ

株式会社日本歯科金属

020 歯科鋳造用ｺﾊﾞﾙﾄｸﾛﾑ合金 鉤･ﾊﾞｰ用

1g\27

025 歯科鋳造用ｺﾊﾞﾙﾄｸﾛﾑ合金 床用

1g\28

21900BZX00586000
21900BZX00596000

020 歯科鋳造用ｺﾊﾞﾙﾄｸﾛﾑ合金 鉤･ﾊﾞｰ用

ダン・コバルトスーパーミディアム

21900BZX00585000
21900BZX00586000

償還価格
(円)

21900BZX00596000
222AFBZX00074000

チタトロンクラスプワイヤー

株式会社ルビー

021 歯科用ｺﾊﾞﾙﾄｸﾛﾑ合金線 鉤用(ＪＩＳ適合品)

222AKBZX00062000

レーザーニウム ＮＫ

株式会社日本歯科金属

020 歯科鋳造用ｺﾊﾞﾙﾄｸﾛﾑ合金 鉤･ﾊﾞｰ用

1g\27

025 歯科鋳造用ｺﾊﾞﾙﾄｸﾛﾑ合金 床用

1g\28

222AKBZX00062000
223ACBZX00024000

コバルトワイヤー

ハイデンタル・ジャパン株式会社

223ACBZX00024000
223ACBZX00024A01

ＣＮ コバルトクラスプ線

ハイデンタル・ジャパン株式会社

223ACBZX00024A01

1㎝\13

021 歯科用ｺﾊﾞﾙﾄｸﾛﾑ合金線 鉤用(ＪＩＳ適合品)

1㎝\13

023 歯科用ｺﾊﾞﾙﾄｸﾛﾑ合金線 鉤用(ＪＩＳ適合品)

1㎝\13

021 歯科用ｺﾊﾞﾙﾄｸﾛﾑ合金線 鉤用(ＪＩＳ適合品)

1㎝\13

023 歯科用ｺﾊﾞﾙﾄｸﾛﾑ合金線 鉤用(ＪＩＳ適合品)

1㎝\13

223ACBZX00025000

アクリ：ジェット

ハイデンタル・ジャパン株式会社

045 義歯床用熱可塑性樹脂

1g\22

223ACBZX00025A01

アクリ・ポリマー

ハイデンタル・ジャパン株式会社

045 義歯床用熱可塑性樹脂

1g\22
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