
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12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

22100BZX01075000 アコマ人工呼吸器ＡＣＯＭＡ－１ アコマ医科工業株式会社 人工呼吸器

222ADBZX00103000 ＣＬＡＲＵＳオプティカルスタイレット 株式会社ジェイエスエス 内視鏡

22300BZX00410000 Ｉｎｆｉｎｉｔｙ ＡＣＳ ワークステーション Ｎｅｏ ドレーゲル・メディカル ジャパン株式会社 人工呼吸器

22300BZX00419000 ＣＡＲＥＳＣＡＰＥＴＭ ベッドサイドモニタ Ｂ８５０ ＧＥ ヘルスケア・ジャパン株式会社 モニタ

223AABZX00127000 オステオトロンＤ２ 伊藤超短波株式会社 超音波骨折治療器

223ABBZX00138000 大腸ビデオスコープ ＯＬＹＭＰＵＳ ＰＣＦ ＴＹＰＥ Ｙ００４０ オリンパスメディカルシステムズ株式会社 内視鏡

223ACBZX00068000 トロフィーパンプロ 株式会社エム・ディ・インスツルメンツ ＣＴ撮影装置

223ACBZX00069000 ＩｎｔｅｌｌｉＶｕｅ ＴｃＧ１０ 経皮ガスモジュール 株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン 経皮血中ガス分圧モニタ

223ACBZX00072000 ポートエックス 株式会社ジャコアンドワールド 診断用Ｘ線装置

223ADBZX00079000 ＮＶ Ｍ５ 神経モニターシステム ニューベイシブジャパン株式会社 筋電計（Ⅱ）

223ADBZX00090000 ネイタスアルゴ®５ アトムメディカル株式会社 誘発反応測定装置

223ADBZX00094000 ＣＯ２モニタ ＩＡＳ－Ｖ１１０ 日本光電工業株式会社 モニタ

223AFBZX00118000 プロマックス ３Ｄ Ｍｉｄ 株式会社ジーシー ＣＴ撮影装置

223AIBZX00031000 ＭｉｎｉＣＡＴ 頭部用Ｘ線ＣＴ診断装置 東洋メディック株式会社 ＣＴ撮影装置

223ALBZX00039000 耳鼻科用デジタルＦＰＤ ＪＭ－２ＤＸｉ－Ｐ 株式会社ティーアンドエス デジタル撮影装置

1

TJBLS
スタンプ



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)
20700BZY00662000 ツインフレックス スパイナルシステム 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 (1) 脊椎ﾛｯﾄﾞ ¥49,900

20700BZY00662000 064 脊椎固定用材料 (5) 脊椎ｽｸﾘｭｰ(固定型) ¥82,200

20700BZY00662000 064 脊椎固定用材料 (7) 脊椎ｺﾈｸﾀｰ ¥48,900

21200BZY00172000 アムスル サービカル ケージ 株式会社アルファテック・パシフィック 078 人工骨 (2) 専用型 ⑤ 椎体固定用 ｱ 1椎体用 ¥190,000

21700BZZ00468000 キャリー 株式会社ユー・ティー・エム 012 血管造影用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ (2) 交換用 ¥4,630

22200BZX00763000 ラセン入気管切開チューブ 富士システムズ株式会社 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 ¥4,240

22200BZX00763000 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

22200BZX00805000 小児用骨切りプレート ナカシマメディカル株式会社 062 大腿骨外側固定用内副子 (3) つばつきﾌﾟﾚｰﾄ(生体用合金Ⅰ) ¥109,000

222AIBZX00007000 クリニー交換用胃瘻カテーテル クリエートメディック株式会社 037 交換用胃瘻ｶﾃｰﾃﾙ (1) 胃留置型 ② ﾊﾞﾙｰﾝ型 ¥8,440

22300BZX00323000 バータプレックス 骨セメント 日本ストライカー株式会社 079 骨ｾﾒﾝﾄ (3) 脊椎用(Ⅰ) 1g当たり\544

22300BZX00389000 バイオメットＯＳＳ ＡＶＬ システム バイオメット・ジャパン株式会社 070 下肢再建用人工関節用材料 (6) 再建用脛骨表面置換用材料 ¥844,000

22300BZX00400000 Ｓａｐｐｈｉｒｅ ＮＣ ＰＴＡ バルーンカテーテル オーバスネイチメディカル株式会社 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

22300BZX00401000 インセプタ ＣＲＴ－Ｄ ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 144 両室ﾍﾟｰｼﾝｸﾞ機能付き埋込型除細動器 ¥4,190,000

22300BZX00402000 インセプタ ＩＣＤ ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 117 埋込型除細動器 (2) 埋込型除細動器(Ⅲ型) ¥3,100,000

22300BZX00402000 117 埋込型除細動器 (3) 埋込型除細動器(Ⅳ型) ¥3,210,000

22300BZX00405000 ＯＭステープル 株式会社オーミック 074 固定釘 (1) 平面型 ¥18,400

22300BZX00414000 アクティバ ＳＣ 日本メドトロニック株式会社 087 埋込型脳･脊髄電気刺激装置 (3) 振戦軽減用(4極用) ¥1,490,000

22300BZX00416000 ＥＯＮ Ｃ Ｄｕａｌ ８ ニューロスティミュレータ セント・ジュード・メディカル株式会社 087 埋込型脳･脊髄電気刺激装置 (4) 疼痛除去用(16極以上用) ¥1,600,000

22300BZX00420000 パリテックス プラグ コヴィディエン ジャパン株式会社 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

22300BZX00422000 オプテトラック ＣＲ スロープティビアルインサート イグザクテック株式会社 058 人工膝関節用材料 (4) ｲﾝｻｰﾄ(Ⅰ) ¥67,400

22200BZX00118000 ＫＹＰＨＯＮ ＢＫＰ システム メドトロニックソファモアダネック株式会社 164 椎体形成用材料セット ¥371,000

22200BZX00119000 ＫＹＰＨＯＮ ＢＫＰ 骨セメント ＨＶ－Ｒ メドトロニックソファモアダネック株式会社 079 骨セメント (3) 脊椎用(Ⅰ) 1g当たり\544

22200BZX00829000 アドバンス スパイク付ポーラス脛骨コンポーネント ライト・メディカル・ジャパン株式会社 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

22300BZX00359000 リジェネレックス ポーラス ニー 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 ① 全置換用材料(Ⅰ) ｱ 標準型 ¥192,000

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12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)
22300BZX00294000 リストアセンサー 日本メドトロニック株式会社 087 埋込型脳・脊髄電気刺激装置 (5) 疼痛除去用(16極以上用)充電式 ¥1,820,000

22300BZX00381000 アセンダカテーテル 日本メドトロニック株式会社 111 埋込型輸液ﾎﾟﾝﾌﾟ用髄腔ｶﾃｰﾃﾙ ¥69,100

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12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)
22300BZX00247000 ＳＪＭ プレッシャワイヤ サルタス セント・ジュード・メディカル株式会社 014 冠動脈造影用ｾﾝｻｰ付ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ (2) 圧ｾﾝｻｰ型 ¥171,000

「ＳＪＭ プレッシャワイヤ サルタス」の留意事項

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12月1日

　当該材料を用いて、冠動脈以外の動脈に対して、「Ｅ００３」造影剤注入手技を行うに際し、動脈血流予備能測定検査を実施した場合は、所定点数に、区分番号「Ｄ２０６」心臓カテーテル法
による諸検査の「注３」冠動脈血流予備能測定検査の点数を加算する。
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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23年12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

21400BZZ00496A01 オーレックスＳ１２Ｘ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

21400BZZ00496A01 歯科エックス線撮影デジタル映像化処理装置

223ACBZX00068000 トロフィーパンプロ 株式会社エム・ディ・インスツルメンツ 歯科パノラマ断層撮影デジタル映像化処理装置

223ACBZX00068000 パノラマ断層撮影装置

223AFBZX00118000 プロマックス ３Ｄ Ｍｉｄ 株式会社ジーシー 歯科パノラマ断層撮影デジタル映像化処理装置

223AFBZX00118000 歯科エックス線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)
221AKBZI00016000 ＢＥＧＯ ウイロニウム 株式会社ニッシン 020 歯科鋳造用ｺﾊﾞﾙﾄｸﾛﾑ合金 鉤･ﾊﾞｰ用 1g\27

221AKBZI00016000 025 歯科鋳造用ｺﾊﾞﾙﾄｸﾛﾑ合金 床用 1g\28

221AKBZI00017000 ＢＥＧＯ ウイロニット 株式会社ニッシン 020 歯科鋳造用ｺﾊﾞﾙﾄｸﾛﾑ合金 鉤･ﾊﾞｰ用 1g\27

221AKBZI00017000 025 歯科鋳造用ｺﾊﾞﾙﾄｸﾛﾑ合金 床用 1g\28

221AKBZI00018000 ＢＥＧＯ ウイロニット ＥＨ 株式会社ニッシン 020 歯科鋳造用ｺﾊﾞﾙﾄｸﾛﾑ合金 鉤･ﾊﾞｰ用 1g\27

221AKBZI00018000 025 歯科鋳造用ｺﾊﾞﾙﾄｸﾛﾑ合金 床用 1g\28

221AKBZI00020000 ＢＥＧＯ ウイロニウム プラス 株式会社ニッシン 020 歯科鋳造用ｺﾊﾞﾙﾄｸﾛﾑ合金 鉤･ﾊﾞｰ用 1g\27

221AKBZI00020000 025 歯科鋳造用ｺﾊﾞﾙﾄｸﾛﾑ合金 床用 1g\28

221AKBZI00021000 ＢＥＧＯ ウイロニウム ＥＨ 株式会社ニッシン 020 歯科鋳造用ｺﾊﾞﾙﾄｸﾛﾑ合金 鉤･ﾊﾞｰ用 1g\27

221AKBZI00021000 025 歯科鋳造用ｺﾊﾞﾙﾄｸﾛﾑ合金 床用 1g\28

223ACBZX00065000 ポリ：ファスト ハイデンタル・ジャパン株式会社 043 義歯床用ｱｸﾘﾘｯｸ即時硬化樹脂(粉末) 1g\28

223ACBZX00065000 044 義歯床用ｱｸﾘﾘｯｸ即時硬化樹脂(液) 1mL\19

223ACBZX00066000 イソ：ファスト ハイデンタル・ジャパン株式会社 043 義歯床用ｱｸﾘﾘｯｸ即時硬化樹脂(粉末) 1g\28

223ACBZX00066000 044 義歯床用ｱｸﾘﾘｯｸ即時硬化樹脂(液) 1mL\19

223ACBZX00066A01 アンカーリペアⅡ ハイデンタル・ジャパン株式会社 043 義歯床用ｱｸﾘﾘｯｸ即時硬化樹脂(粉末) 1g\28

223ACBZX00066A01 044 義歯床用ｱｸﾘﾘｯｸ即時硬化樹脂(液) 1mL\19

223AKBZX00175000 オルソリー マニューバー 株式会社ジーシー 004 ﾀﾞｲﾚｸﾄﾎﾞﾝﾄﾞ用ﾌﾞﾗｹｯﾄ 1個\286

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12月1日
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