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7月1日
薬事法承認番号
20300BZZ00452000

販売名
シュアーフューザーＡ

保険適用希望者
ニプロ株式会社

特定診療報酬算定医療機器の区分
携帯型注入ポンプ

20300BZZ00452000

精密持続点滴装置

20300BZZ00452000

麻酔用精密持続注入器

22200BZX00909000

富士画像診断ワークステーション ＣＣ－ＷＳ６７４型

富士フイルム株式会社

Ｘ線骨密度測定装置（Ⅰ）

222ACBZX00051000

超音波診断装置 ＡＰＬＩＯ ５００ ＴＵＳ－Ａ５００

東芝メディカルシステムズ株式会社

超音波検査装置（Ⅱ）

222AGBZX00283000

モバイルエアロモニタ ＡＥ－１００ｉ

ミナト医科学株式会社

電子スパイロメータ

222AHBZI00013000

スパイダーフラッシュ ｔ

日本ライフライン株式会社

ホルタ心電計

22300BZX00195000

セルセーバー エリート ディスポーザブルセット

ヘモネティクスジャパン合同会社

自家輸血装置

22300BZX00196000

セルセーバー エリート

ヘモネティクスジャパン合同会社

自家輸血装置

22300BZX00198000

アンブ蘇生バッグシリコーン製オーバル

アイ・エム・アイ株式会社

人工呼吸器

22300BZX00198000
22300BZX00245000

在宅人工呼吸器（Ⅰ）
ベッドサイドモニタ ＢＳＭ－３０００シリーズ ライフスコープ ＶＳ

日本光電工業株式会社

モニタ

22300BZX00245000

体液量等測定装置（Ⅰ）

22300BZX00259000

ハートスタート ＦＲ３

株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン

除細動器

22300BZX00261000

プロパックＬＴ

株式会社佐多商会

モニタ

22300BZX00262000

ＨＯＹＡ アイサート Ｍｉｃｒｏ Ｃｌｅａｒ

ＨＯＹＡ株式会社

挿入器付後房レンズ

223AABZX00061000

電子内視鏡 ＥＢ－５３０Ｐ

富士フイルム株式会社

内視鏡

223AABZX00063000

電子内視鏡 ＸＣ－０００２

富士フイルム株式会社

内視鏡

223AABZX00064000

電子内視鏡 ＸＧ－０００２

富士フイルム株式会社

内視鏡

223ABBZX00070000

上部消化管汎用ビデオスコープ ＯＬＹＭＰＵＳ ＧＩＦ ＴＹＰＥ Ｙ００４３

オリンパスメディカルシステムズ株式会社

内視鏡

223ABBZX00071000

大腸ビデオスコープ ＯＬＹＭＰＵＳ ＰＣＦ ＴＹＰＥ Ｙ００２９－１

オリンパスメディカルシステムズ株式会社

内視鏡

223ACBZX00027000

超音波診断装置 ＡＰＬＩＯ ４００ ＴＵＳ－Ａ４００

東芝メディカルシステムズ株式会社

超音波検査装置（Ⅱ）

223ACBZX00028000

超音波診断装置 ＡＰＬＩＯ ３００ ＴＵＳ－Ａ３００

東芝メディカルシステムズ株式会社

超音波検査装置（Ⅱ）

223ADBZX00046000

超音波画像診断装置ＳｅｅＭｏｒｅ

株式会社メディコスヒラタ

超音波検査装置（Ⅰ）

223AFBZX00048000

ハイディフィニションスコープ

日本ストライカー株式会社

内視鏡

223AGBZX00097000

眼科用超音波画像診断装置 Ｃｏｍｐａｃｔ Ｔｏｕｃｈ

株式会社コーナン・メディカル

超音波検査装置（Ⅰ）

223AGBZX00102000

眼科用超音波画像診断装置 Ｃｏｍｐａｃｔ Ｔｏｕｃｈ ＳＴＳ

株式会社コーナン・メディカル

超音波検査装置（Ⅰ）

223AIBZX00012000

ブラッダースキャン ＢＶＩ ９４００ システム

ベラソンメディカル株式会社

超音波検査装置（Ⅴ）

223AKBZX00045000

Ｘ線画像処理ワークステーション ＤＩＰ－５００ＷＳ

浜松ホトニクス株式会社

Ｘ線骨密度測定装置（Ⅰ）

223ALBZX00015000

オキシマン Ｓ－１０４

ＯＸｉＭ株式会社

パルスオキシメータ

223ALBZX00016000

オキシガール Ｓ－１０５

ＯＸｉＭ株式会社

パルスオキシメータ

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7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

21100BZZ00044000

人工股関節

ナカシマメディカル株式会社

057 人工股関節用材料 (1) 骨盤側材料 ③ ｶｯﾌﾟ･ﾗｲﾅｰ一体型(Ⅱ)

21200BZZ00555000

婦人科キット

株式会社ホギメディカル

012 血管造影用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ (1) 一般用

21200BZZ00555000
21200BZZ00567000

償還価格
(円)
¥97,400
¥3,060

012 血管造影用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ (2) 交換用

¥4,630
¥3,060

泌尿器科キット

株式会社ホギメディカル

012 血管造影用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ (1) 一般用

21600BZZ00663000

スマート人工足関節

ナカシマメディカル株式会社

067 人工手関節･足関節用材料 (2) 人工足関節用材料 ② 距骨側材料

22000BZX00029A01

ピナファインＰＮ－Ｓシリーズ

フレゼニウス メディカル ケア ジャパン株式会社

006 在宅血液透析用特定保険医療材料(回路を含む｡) (1) ﾀﾞｲｱﾗｲｻﾞｰ ⑤ ﾎﾛｰﾌｧｲﾊﾞｰ型及び積層型
(ｷｰﾙ型)(膜面積1.5㎡未満)(Ⅴ)
006 在宅血液透析用特定保険医療材料(回路を含む｡) (1) ﾀﾞｲｱﾗｲｻﾞｰ ⑩ ﾎﾛｰﾌｧｲﾊﾞｰ型及び積層型
(ｷｰﾙ型)(膜面積1.5㎡以上)(Ⅴ)
040 人工腎臓用特定保険医療材料(回路を含む｡) (1) ﾀﾞｲｱﾗｲｻﾞｰ ⑤ ﾎﾛｰﾌｧｲﾊﾞｰ型及び積層型(ｷｰﾙ
型)(膜面積1.5㎡未満)(Ⅴ)
040 人工腎臓用特定保険医療材料(回路を含む｡) (1) ﾀﾞｲｱﾗｲｻﾞｰ ⑩ ﾎﾛｰﾌｧｲﾊﾞｰ型及び積層型(ｷｰﾙ
型)(膜面積1.5㎡以上)(Ⅴ)
080 合成吸収性骨片接合材料 (1) ｽｸﾘｭｰ ② 頭蓋･顎･顔面･小骨用

¥35,400

22100BZX00562000

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

22100BZX00562000

080 合成吸収性骨片接合材料 (4) その他のﾌﾟﾚｰﾄ

¥56,100

22100BZX00562000

080 合成吸収性骨片接合材料 (10) ｼｰﾄ･ﾒｯｼｭ型(Ⅰ)

¥74,000

22100BZX00562000

080 合成吸収性骨片接合材料 (11) ｼｰﾄ･ﾒｯｼｭ型(Ⅱ)

¥114,000

21200BZZ00567000

012 血管造影用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ (2) 交換用

22000BZX00029A01
22000BZX00029A01
22000BZX00029A01
22100BZX00562000

ラクトソーブ

株式会社メディカルユーアンドエイ

¥4,630
¥327,000
¥1,830
¥1,940
¥1,830
¥1,940

22100BZX01012A02

センリ

株式会社カネカ

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

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 ③ 腹膜欠損用

1㎠当たり\394

22200BZX00957000

トラベキュラーメタルモノブロックＣＲ

ジンマー株式会社

058 人工膝関節用材料 (4) ｲﾝｻｰﾄ(Ⅰ)

222ADBZI00086000

ＫＣ ＭＩＣ＊ 栄養チューブ

キンバリークラーク・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

222ADBZI00086000
22300BZX00112000

037 交換用胃瘻ｶﾃｰﾃﾙ (2) 小腸留置型
Ｂｌｏｍ気管切開チューブ

株式会社ジェイエスエス

¥67,400
¥8,440
¥16,500

003 在宅寝たきり患者処置用気管内ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙｶﾃｰﾃﾙ (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 ⅱ 二重管
003 在宅寝たきり患者処置用気管内ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙｶﾃｰﾃﾙ (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 ⅱ 二重管
003 在宅寝たきり患者処置用気管内ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙｶﾃｰﾃﾙ (1) 一般型 ② ｶﾌなし気管切開ﾁｭｰﾌﾞ

¥6,720

¥6,720

22300BZX00112000

038 気管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 ⅱ 二重
管
038 気管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 ⅱ 二重管

22300BZX00112000

038 気管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

¥4,240

22300BZX00112000
22300BZX00112000
22300BZX00112000

22300BZX00121000

ＳＭＡＲＴ人工足関節

ナカシマメディカル株式会社

067 人工手関節･足関節用材料 (2) 人工足関節用材料 ① 脛骨側材料

22300BZX00121000

¥6,810
¥4,240

¥6,810
¥409,000

067 人工手関節･足関節用材料 (2) 人工足関節用材料 ② 距骨側材料

¥327,000

ジンマー株式会社

077 人工靱帯 (2) 固定器具つき

¥143,000

22300BZX00232000

ＸＯ ボタン

22300BZX00235000

ＮｅｘＧｅｎ トラベキュラーメタル脛骨プレート

ジンマー株式会社

058 人工膝関節用材料 (2) 脛骨側材料 ① 全置換用材料(Ⅰ) ｲ 特殊型

¥201,000

22300BZX00240000

リノックス スマート Ｓ

バイオトロニックジャパン株式会社

118 埋込型除細動器用ｶﾃｰﾃﾙ電極 (1) 埋込型除細動器用ｶﾃｰﾃﾙ電極(ｼﾝｸﾞﾙ)

¥975,000

22300BZX00241000

ＭＥＤＩＣＯＮ プレートシステム

株式会社メディックスジャパン

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)

22300BZX00241000

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
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
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

22300BZX00241000
22300BZX00241000

¥3,940
¥15,300
¥94,400
¥20,200

22300BZX00244000

ＳＬ２スターリング ＰＴＡ バルーンカテーテル

ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社

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

22300BZX00250000

ワグナーコーンステム

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(Ⅰ) ｱ 標準型

¥557,000

22300BZX00251000

メラエクセライン回路ＨＰ２

泉工医科工業株式会社

124 ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙ人工肺(膜型肺) (3) 補助循環型

¥164,000

22300BZX00251000

125 遠心式体外循環用血液ﾎﾟﾝﾌﾟ (1) 一般型 ① 抗血栓性あり

¥72,600

22300BZX00251000

125 遠心式体外循環用血液ﾎﾟﾝﾌﾟ (2) 長期使用型

¥87,500

22300BZX00251000

127 人工心肺回路 (2) 補助循環回路 ① 抗血栓性あり

¥82,400

22300BZX00251000

127 人工心肺回路 (6) 個別機能品 ⑤ ﾗｲﾝﾌｨﾙﾀｰ

¥18,900

064 脊椎固定用材料 (1) 脊椎ﾛｯﾄﾞ

¥49,900

22300BZX00256000

Ｍａｔｒｉｘ５．５ システム（滅菌）

シンセス株式会社

2

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7月1日
薬事法承認番号
22300BZX00256000

販売名
Ｍａｔｒｉｘ５．５ システム（滅菌）

保険適用希望者

決定機能区分

シンセス株式会社

064 脊椎固定用材料 (4) 椎体ﾌｯｸ

償還価格
(円)
¥76,000

22300BZX00256000

064 脊椎固定用材料 (5) 脊椎ｽｸﾘｭｰ(固定型)

¥82,200

22300BZX00256000

064 脊椎固定用材料 (6) 脊椎ｽｸﾘｭｰ(可動型)

¥112,000

22300BZX00256000
22300BZX00260000

アルファテック イリコ ＳＥ ＭＩＳ フィクセーション システム

株式会社アルファテック・パシフィック

22300BZX00260000

064 脊椎固定用材料 (8) ﾄﾗﾝｽﾊﾞｰｽ固定器

¥71,300

064 脊椎固定用材料 (1) 脊椎ﾛｯﾄﾞ

¥49,900

064 脊椎固定用材料 (6) 脊椎ｽｸﾘｭｰ(可動型)

¥112,000

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7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

決定機能区分

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)

新たな保険適用 区分Ｃ２（新機能・新技術）（新たな機能区分が必要で、技術が評価されていないもの） 保険適用開始年月日：平成23年7月１日
薬事法承認番号
22200BZX00073000

販売名
冷凍手術器 ＣｒｙｏＨｉｔ

保険適用希望者

特定診療報酬算定医療機器の区分

株式会社日立メディコ

レーザー手術装置（Ⅰ）

3

償還価格
(円)
¥1,600,000

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7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

22300BZX00266000

プロセンサ

株式会社ジーシー

歯科エックス線撮影デジタル映像化処理装置

223AGBZX00032A02

ＯＳＡＤＡ ＡＲＴＥＸシリーズ

株式会社アクシオン・ジャパン

パノラマ断層撮影装置

ＣＳ７６００ ＣＲ システム

ケアストリームヘルス株式会社

223AGBZX00032A02
223AGBZX00121000

デンタルＸ線撮影装置
デジタル撮影装置

223AGBZX00121000
223AGBZX00124000

歯科エックス線撮影デジタル映像化処理装置
ＱＲマスターシリーズ

株式会社テレシステムズ

パノラマ断層撮影装置

223AGBZX00124000

デンタルＸ線撮影装置

223AGBZX00124000

歯科パノラマ断層撮影デジタル映像化処理装置

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23年7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)

223AKBZX00064000

ニッケルチタンコイルスプリング

株式会社歯愛メディカル

039 超弾性ｺｲﾙｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ

1個\450

223AKBZX00068000

ネクサス

サイブロン・デンタル株式会社

004 ﾀﾞｲﾚｸﾄﾎﾞﾝﾄﾞ用ﾌﾞﾗｹｯﾄ

1個\286

223AKBZX00069000

ネクサス クリア

サイブロン・デンタル株式会社

004 ﾀﾞｲﾚｸﾄﾎﾞﾝﾄﾞ用ﾌﾞﾗｹｯﾄ

1個\286
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