
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25年1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

21600BZY00576000 ドルニエ コンパクトシグマ ドルニエメドテックジャパン株式会社 超音波検査装置（Ⅰ）

21600BZY00576000 モニタ

223AABZI00080000 コブレーター２ ＴＯＮＳＩＬワンド 小林メディカル株式会社 高周波電流手術器

22400BZX00092000 生体情報モニタ ＨＢＰ－２０７１シリーズ オムロンヘルスケア株式会社 モニタ

224AABZX00167000 アキュソン Ｘ７００ 持田シーメンスメディカルシステム株式会社 超音波検査装置（Ⅱ）

224AABZX00174000 アーティス Ｑ シーメンス・ジャパン株式会社 診断用Ｘ線装置

224ABBZX00166000 大腸ビデオスコープ ＯＬＹＭＰＵＳ ＣＦ－Ｙ００４８－Ｉ オリンパスメディカルシステムズ株式会社 内視鏡

224ABBZX00183000 ガストロビデオスコープ ＯＬＹＭＰＵＳ ＧＦ ＴＹＰＥ Ｙ００１０ オリンパスメディカルシステムズ株式会社 内視鏡

224ACBZX00012000 Ｉｎｇｅｎｕｉｔｙ ＴＦ ＰＥＴ／ＭＲ装置 株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン ポジトロンＣＴ装置

224ACBZX00012000 ＭＲＩ装置

224ADBZX00092000 超音波画像診断装置 Ｓｐａｒｑ 株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン 超音波検査装置（Ⅱ）

224ADBZX00135000 Ｐｈｉｌｉｐｓ マイクロドーズマンモグラフィ 株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン 診断用Ｘ線装置

224ADBZX00146000 超音波画像診断装置ｅＺｏｎｏシステム 日本メディカルネクスト株式会社 超音波検査装置（Ⅱ）

224ADBZX00174000 送信機 ＺＳ－６１１Ｐ 日本光電工業株式会社 パルスオキシメータ

224ADBZX00174000 モニタ

224AGBZX00114000 ケアストリーム ＤＲＸ－Ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎ Ｍｏｂｉｌｅ Ｘ－Ｒａｙ システム ケアストリームヘルス株式会社 診断用Ｘ線装置

224AGBZX00114000 デジタル撮影装置

224ALBZX00043000 オキシリボン Ｓ－１０９ ＯＸｉＭ株式会社 パルスオキシメータ

中医協 総－３

２５．１．２３

1



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)
21600BZZ00279000 ライズ ハーフピン 日本ライズ・メディカル有限会社 076 固定用金属ﾋﾟﾝ (1) 創外固定器用 ① 標準型 ¥41,000

21800BZZ10130000 フィルトライザーＮＦ 東レ株式会社 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 ④ 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)(Ⅳ)

¥1,710

21800BZZ10130000 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 ⑨ 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2.0㎡未満)(Ⅳ)

¥1,700

21800BZZ10130000 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 ⑪ ﾎﾛｰﾌｧｲﾊﾞｰ型及び積層型
(ｷｰﾙ型)(膜面積2.0㎡以上)(Ⅳ)

¥1,730

22400BZI00015000 マイトロフロー 日本ライフライン株式会社 120 生体弁 (2) 異種心膜弁(Ⅰ) ¥907,000

22400BZI00016000 メドエル人工内耳ＣＯＮＣＥＲＴＯ 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

22400BZI00018000 クイック－クロス サポートカテーテル ディーブイエックス株式会社 133 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ (16) 狭窄部貫通用ｶﾃｰﾃﾙ ¥49,200

22400BZX00418000 模型人工肺 ＱＵＡＤＲＯＸ－ｉ 新生児・小児用 マッケ・ジャパン株式会社 124 ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙ人工肺(膜型肺) (1) 体外循環型(ﾘｻﾞｰﾊﾞｰ機能あり) ② 低体重者･小児用 ¥142,000

22400BZX00418000 124 ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙ人工肺(膜型肺) (2) 体外循環型(ﾘｻﾞｰﾊﾞｰ機能なし) ② 低体重者･小児用 ¥132,000

22400BZX00418000 127 人工心肺回路 (6) 個別機能品 ⑤ ﾗｲﾝﾌｨﾙﾀｰ ¥18,400

22400BZX00420000 ウルトラプロ メッシュ ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 099 組織代用人工繊維布 (2) ﾍﾙﾆｱ修復･胸壁補強用 ① 一般 1㎠当たり\72

22400BZX00421000 カネカオクリュージョンカテーテル ＮＥ－Ｎ１ 株式会社カネカ 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 ¥123,000

22400BZX00423000 ナカシマＴＨＡカップ 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 ① 臼蓋形成用ｶｯﾌﾟ(Ⅰ) ｱ 標準型 ¥145,000

22400BZX00423000 057 人工股関節用材料 (1) 骨盤側材料 ④ ﾗｲﾅｰ(Ⅰ) ¥56,100

22400BZX00425000 ＭＢＴ モジュラーシステム ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 058 人工膝関節用材料 (2) 脛骨側材料 ② 全置換用材料(Ⅱ) ¥166,000

22400BZX00425000 058 人工膝関節用材料 (4) ｲﾝｻｰﾄ(Ⅰ) ¥61,300

22400BZX00425000 059 ｵﾌﾟｼｮﾝ部品 (2) 人工膝関節用部品 ¥65,400

22400BZX00426000 アコレードⅡ 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 ① 大腿骨ｽﾃﾑ(Ⅰ) ｱ 標準型 ¥507,000

22400BZX00431000 ＬＢＣランバーバイティングケージ 昭和医科工業株式会社 078 人工骨 (2) 専用型 ⑤ 椎体固定用 ｱ 1椎体用 ¥174,000

22400BZX00432000 ＯＩＣ ＰＥＥＫ Ｓ インターボディケージ 日本ストライカー株式会社 078 人工骨 (2) 専用型 ⑤ 椎体固定用 ｱ 1椎体用 ¥174,000

22400BZX00433000 ＯＩＣ ＰＥＥＫ Ｓ インターボディケージ プラス 日本ストライカー株式会社 078 人工骨 (2) 専用型 ⑤ 椎体固定用 ｱ 1椎体用 ¥174,000

22400BZX00434000 ミニヒップ ステム コリン・ジャパン株式会社 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 ｱ 大腿骨ｽﾃﾑﾍｯﾄﾞ(Ⅰ) ¥102,000

22400BZX00434000 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 ¥507,000

22400BZX00435000 ＡＬＬｔｈｒｅａｄスクリュー ノットレス アンカー 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
(ｽｸﾘｭｰ型)

¥34,300

22400BZX00436000 マグナム ネイル 株式会社ロバート・リード商会 073 髄内釘 (1) 髄内釘 ③ 大腿骨頸部型 ¥171,000

22400BZX00436000 073 髄内釘 (2) 横止めｽｸﾘｭｰ ① 標準型 ¥19,100

22400BZX00436000 073 髄内釘 (2) 横止めｽｸﾘｭｰ ② 大腿骨頸部型 ¥48,300

22400BZX00439000 バイアテン コロプラスト株式会社 008 皮膚欠損用創傷被覆材 (2) 皮下組織に至る創傷用 ① 標準型 1㎠当たり\12

22400BZX00439000 101 皮膚欠損用創傷被覆材 (2) 皮下組織に至る創傷用 ① 標準型 1㎠当たり\12

22400BZX00440000 バイアテン シリコーン コロプラスト株式会社 008 皮膚欠損用創傷被覆材 (2) 皮下組織に至る創傷用 ① 標準型 1㎠当たり\12

22400BZX00440000 101 皮膚欠損用創傷被覆材 (2) 皮下組織に至る創傷用 ① 標準型 1㎠当たり\12

22400BZX00447000 ＰＥＥＫ スーチャータック Ａｒｔｈｒｅｘ Ｊａｐａｎ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
(ｽｸﾘｭｰ型)

¥34,300

22400BZX00451000 ＰｅｒｃＳｙｓ尿路結石異物除去用カテーテル タカイ医科工業株式会社 137 腎･尿管結石除去用ｶﾃｰﾃﾙｾｯﾄ ¥34,900

22400BZX00452000 オステオメド ロープロファイルプレートシステム 株式会社ユニメディック 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) ¥3,610

22400BZX00452000 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

¥13,900

22400BZX00452000 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 ¥18,200

22400BZX00456000 Ａｍｐｈｉｒｉｏｎ Ｐｌｕｓ ＰＴＡバルーンカテーテル 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 (3) PTAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ ① 一般型 ｲ 特殊型 ¥91,800

22400BZX00458000 キャプシュアーＳｅｎｓｅ ＭＲＩリード 日本メドトロニック株式会社 113 植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 ¥132,000

22400BZX00461000 フィットモアヒップステム 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 ¥507,000

22400BZX00463000 ミサゴ テルモ株式会社 133 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ (2) 末梢血管用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ ① 一般型 ¥210,000

22400BZX00465000 ＰＥＥＫ テノデシススクリュー Ａｒｔｈｒｅｘ Ｊａｐａｎ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 ⅲ ｲﾝﾀｰﾌｪｱﾚﾝｽ
型

¥45,800

22400BZX00466000 ＨＩＰＦＯＲＴＲＥＳＳ－ＮＤセメントステム 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 ② 大腿骨ｽﾃﾑ(Ⅱ) ¥357,000

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25年1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)
22300BZX00435000 メドトロニック iPro２ 日本メドトロニック株式会社 158 皮下ｸﾞﾙｺｰｽ測定用電極 (2) 疼痛軽減・針刺し事故防止機構付加型 ¥6,370

22300BZX00466000 ラクトソーブ　スピンダウン 株式会社メディカルユーアンドエイ 080 合成吸収性骨片接合材料 (12) 頭蓋骨閉鎖用ｸﾗﾝﾌﾟ ¥38,200

22400BZX00219000 エクスパンサーバルーンカテーテル 富士システムズ株式会社 175 脳手術用ｶﾃｰﾃﾙ ¥48,300

22400BZX00222000 リフィット ＨＯＹＡ　株式会社 078 人工骨 (1) 汎用型 ② 吸収型 ｲ 多孔体 ⅱ 蛋白質配合型 1mL当たり
\14,900

22400BZX00248000 セラミックヒップシステム　デルタ ビー・ブラウンエースクラップ株式会社 057 人工股関節用材料 (1) 骨盤側材料 ⑦ ﾗｲﾅｰ(Ⅴ) ¥59,400

22400BZX00267000 ＭＯＭＡ ウルトラ 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 (7) 血管内血栓異物除去用留置ｶﾃｰﾃﾙ ② 頸動脈用ｽﾃﾝﾄ併用型 ｳ 近位ﾊﾞ
ﾙｰﾝ型

¥187,000

22400BZX00291000 トラベキュラーメタル　ショルダーシステム ジンマー株式会社 065 人工肩関節用材料 (1) 肩甲骨側材料 ② 特殊型 ¥146,000

22400BZX00291000 065 人工肩関節用材料 (2) 上腕骨側材料 ② 特殊型 ¥574,000

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)
22300BZX00142000 Ｃｏｃｈｌｅａｒ　Ｂａｈａ　システム 株式会社日本コクレア 174 植込型骨導補聴器 (1) 音振動変換器 ¥396,000

22300BZX00142000 174 植込型骨導補聴器 (2) 接合子付骨導端子 ¥122,000

22300BZX00142000 174 植込型骨導補聴器 (3) 骨導端子 ¥63,200

22300BZX00142000 174 植込型骨導補聴器 (4) 接合子 ¥67,400

22400BZX00220000 Ｓｉｇｎａｔｕｒｅガイド バイオメット・ジャパン株式会社

22400BZX00233000 バーサジェットＳ スミス・アンド・ネフュー　ウンド　マネジメント株式会
社

22400BZX00233000

22400BZX00337000 Ｏｔｉｓｍｅｄ　ＳｈａｐｅＭａｔｃｈ　カッティングガイド 日本ストライカー株式会社

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25年1月1日

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25年1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25年1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

224AIBZX00025000 デジタルパノラマＸ線ＣＣＤセンサー ＮＡＯＭＩ－ＤＰＸ－Ｃ１００ 株式会社アールエフ 歯科エックス線撮影デジタル映像化処理装置

224AIBZX00026000 デジタルパノラマＸ線ＣＣＤセンサー ＮＡＯＭＩ－ＤＰＸ－Ｄ１００ 株式会社アールエフ 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)
22400BZX00439000 バイアテン コロプラスト株式会社 011 皮膚欠損用創傷被覆材 (2) 皮下組織に至る創傷用 ① 標準型 1㎠当たり\12

22400BZX00440000 バイアテン シリコーン コロプラスト株式会社 011 皮膚欠損用創傷被覆材 (2) 皮下組織に至る創傷用 ① 標準型 1㎠当たり\12

22400BZX00455000 ＥＬコニカルアバットメント 株式会社プラトンジャパン 025 暫間装着体 (1) 暫間装着体(Ⅰ) ¥6,730

22400BZX00455000 026 ｽｸﾘｭｰ ¥2,680

22400BZX00455000 027 ｱﾊﾞｯﾄﾒﾝﾄ (1) ｱﾊﾞｯﾄﾒﾝﾄ(Ⅰ) ¥13,500

224ABBZX00170000 クリアフィル マジェスティ ＥＳ フロー クラレノリタケデンタル株式会社 049 歯科充填用材料 Ⅰ 1g\704

224AFBZX00131000 アドシールド ＧＩ クラレノリタケデンタル株式会社 047 歯科用合着･接着材料Ⅱ(粉末･液) 1g\103

224AGBZX00077000 エステファイン Ｊｅｔ Ｓｅｔ－４ ペントロン 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

224AGBZX00077000 044 義歯床用ｱｸﾘﾘｯｸ即時硬化樹脂(液) 1mL\19

224AKBZX00140000 ウルトラセム ＵＬＴＲＡＤＥＮＴ ＪＡＰＡＮ株式会社 046 歯科用合着･接着材料Ⅰ(粉末･液) 1g\441

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25年1月1日
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