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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2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

221AGBZX00128000 ペンタックス ビデオ大腸スコープ ＥＣ－３８９０Ｚｉシリーズ ＨＯＹＡ株式会社 内視鏡

221AGBZX00154000 ペンタックス ビデオ上部消化管スコープ ＥＧ－２９９０Ｚｉ ＨＯＹＡ株式会社 内視鏡

223ABBZX00097000 超音波診断装置 ＧＭ－７２Ｐ００Ａ パナソニックヘルスケア株式会社 超音波検査装置（Ⅱ）

22400BZX00424000 ドリームスターＡＵＴＯ パシフィックメディコ株式会社 在宅人工呼吸器（Ⅲ）

22400BZX00424000 人工呼吸器

22400BZX00444000 陽陰圧体外式人工呼吸器 ＨＲＴＸ パシフィックメディコ株式会社 人工呼吸器

22400BZX00444000 在宅人工呼吸器（Ⅱ）

22400BZX00445000 トランセンドＣＰＡＰ パシフィックメディコ株式会社 在宅人工呼吸器（Ⅲ）

22400BZX00445000 人工呼吸器

22400BZX00446000 ネオティー Ｔピース蘇生システム 株式会社ジェイエスエス 人工呼吸器

224AABZX00194000 誘発反応検査装置 Ｉｎｔｅｇｒｉｔｙ Ｖ５００ リオン株式会社 誘発反応測定装置

224ABBZX00172000 汎用超音波画像診断装置 ＬＯＧＩＱ ｉＭ ＧＥヘルスケア・ジャパン株式会社 超音波検査装置（Ⅱ）

224ABBZX00182000 デジタル式乳房用Ｘ線診断装置 ＦＤＲ ＭＳ－３５００ 富士フイルム株式会社 診断用Ｘ線装置

224ABBZX00182000 デジタル撮影装置

224ABBZX00188000 画像診断ワークステーション ＮＥＯＶＩＳＴＡ Ｉ－ＰＡＣＳ ＥＸ ｆｏｒ ＤＩＰ コニカミノルタエムジー株式会社 Ｘ線骨密度測定装置（Ⅰ）

224ABBZX00192000 上部消化管汎用ビデオスコープ ＯＬＹＭＰＵＳ ＧＩＦ ＴＹＰＥ Ｙ００６３ オリンパスメディカルシステムズ株式会社 内視鏡

224ABBZX00193000 上部消化管汎用ビデオスコープ ＯＬＹＭＰＵＳ ＧＩＦ ＴＹＰＥ Ｙ００６５ オリンパスメディカルシステムズ株式会社 内視鏡

224ABBZX00194000 ＥＶＩＳ LUCERA ＥＬＩＴＥ 気管支ビデオスコープ ＯＬＹＭＰＵＳ ＢＦ-１
ＴＱ２９０

オリンパスメディカルシステムズ株式会社 内視鏡

224ABBZX00195000 十二指腸ビデオスコープ ＯＬＹＭＰＵＳ ＰＪＦ ＴＹＰＥ Ｙ０００２ オリンパスメディカルシステムズ株式会社 内視鏡

224ABBZX00196000 大腸ビデオスコープ ＯＬＹＭＰＵＳ ＣＦ ＴＹＰＥ Ｙ００４９－Ｉ オリンパスメディカルシステムズ株式会社 内視鏡

224ABBZX00213000 気管支ファイバースコープ ＯＬＹＭＰＵＳ ＢＦ－Ｙ００４８ オリンパスメディカルシステムズ株式会社 内視鏡

224ADBZX00198000 ＶｉｅｗＭａｔｅ Ｚ 超音波画像診断装置 セント・ジュード・メディカル株式会社 超音波検査装置（Ⅱ）

224ADBZX00296000 運動負荷心電図測定装置 ＳＴＳ－２１００ 日本光電工業株式会社 心電計（Ⅱ）

224AGBZX00111000 Ｄｒ． 酸素５Ｌ（型式：ＣＢ－５Ｌ） 山陽電子工業株式会社 酸素供給装置（Ⅰ）

224AHBZX00038000 シラス ＨＤ－ＯＣＴ ｐｌｕｓ カールツァイスメディテック株式会社 眼底三次元画像解析装置

224AHBZX00039000 ＦＬ ホルタカルディック ＦＬＨＥＣＧ－３００ フィンガルリンク株式会社 ホルタ心電計

224AIBZX00075000 ルミノス ＴＦ シーメンス・ジャパン株式会社 診断用Ｘ線装置

224AIBZX00078000 アイオキシ Ｆシリーズ スター・プロダクト株式会社 パルスオキシメータ

224AKBZX00144000 Ｆｌｅｘ－Ｘｃフレキシブルビデオスコープ エム・シー・メディカル株式会社 内視鏡
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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)
21600BZZ00193000 ＤＩＢ－ＰＣＡシステムⅡ 株式会社塚田メディカル・リサーチ 018 携帯型ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙPCA用装置 ¥1,220

21600BZZ00193000 019 携帯型ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ (1) 一般型 ① 一般用 ¥3,330

21600BZZ00193000 019 携帯型ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ (2) 一体型 ¥2,650

22200BZX00230000 クリニー ト ラキアルチューブ クリエートメディック株式会社 027 気管内ﾁｭｰﾌﾞ (2) ｶﾌなし ¥618

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 ② 低体重者･小児用 ¥155,000

22400BZX00472000 ユニテック下腿骨用プレートシステム 株式会社日本ユニテック 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) ¥6,440

22400BZX00263000 上腕骨近位端ネイル 瑞穂医科工業株式会社 073 髄内釘 (1) 髄内釘 ② 横止め型 ¥164,000

22400BZX00263000 073 髄内釘 (2) 横止めｽｸﾘｭｰ ① 標準型 ¥19,100

22400BZX00263000 073 髄内釘 (3) ﾜｯｼｬｰ･ﾅｯﾄ ¥21,600

22400BZX00438000 ＰａｔｈＦｉｎｄｅｒ ＮＸＴ システム ジンマー株式会社 064 脊椎固定用材料 (1) 脊椎ﾛｯﾄﾞ ¥47,200

22400BZX00438000 064 脊椎固定用材料 (6) 脊椎ｽｸﾘｭｰ(可動型) ¥103,000

22400BZX00454000 人工膝関節オプションアクセサリー 京セラ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 ¥65,400

22400BZX00467000 アキュイティ ブレイクアウェイ ガイディングカテーテル ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 001 血管造影用ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ (3) 選択的導入用(ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙを兼ねるもの) ¥16,900

22400BZX00468000 ＭｅｃｔａＬＩＦ Ｐｏｓｔｅｒｉｏｒ ケージ メダクタジャパン株式会社 078 人工骨 (2) 専用型 ⑤ 椎体固定用 ｱ 1椎体用 ¥174,000

22400BZX00469000 ＣＯＯＫ Ｚｉｌｖｅｒ 胆管用ステント Ｃｏｏｋ Ｊａｐａｎ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 ｲ ｶﾊﾞｰなし ¥248,000

22400BZX00470000 Ｍ．Ｕ．Ｓ．Ｔ スパイナルシステム メダクタジャパン株式会社 064 脊椎固定用材料 (1) 脊椎ﾛｯﾄﾞ ¥47,200

22400BZX00470000 064 脊椎固定用材料 (6) 脊椎ｽｸﾘｭｰ(可動型) ¥103,000

22400BZX00471000 メイラ外反母趾３Ｄプレート メイラ株式会社 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) ¥84,300

22400BZX00472000 ユニテック下腿骨用プレートシステム 株式会社日本ユニテック 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) ¥19,000

22400BZX00472000 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) ¥84,300

22400BZX00473000 アドバニクス ＲＸ 胆管ステントシステム ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 034 胆道ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ (2) 自動装着ｼｽﾃﾑ付 ② 一時留置型 ¥51,200

22400BZX00475000 ボルテック ハイドロコーティング コロプラスト株式会社 035 尿管ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ (1) 一般型 ② 異物付着防止型 ¥26,100

22400BZX00476000 ハイトルク プロターン ガイドワイヤー アボット バスキュラー ジャパン株式会社 013 経皮的冠動脈形成術用ｶﾃｰﾃﾙ用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ (2) 複合･高度狭窄部位用 ¥22,500

22400BZX00477000 ＢＩＯＴＲＯＮＩＫ アクセサリ バイオトロニックジャパン株式会社 113 植込式心臓ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ用ﾘｰﾄﾞ (3) ｱｸｾｻﾘｰ ¥5,850

22400BZX00478000 ＨＩＰＦＯＲＴＲＥＳＳ－ＮＤセメントレスステム 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 ① 大腿骨ｽﾃﾑ(Ⅰ) ｱ 標準型 ¥507,000

22400BZX00479000 ｏｐｔｉｍｙｓ ショート 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 ① 大腿骨ｽﾃﾑ(Ⅰ) ｱ 標準型 ¥507,000

22400BZX00480000 チタンスカルスクリュー 村中医療器株式会社 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)

¥3,610

22400BZX00481000 チタンスカルメッシュ 村中医療器株式会社 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 型

¥81,900

22400BZX00484000 Ｍｅｃｔａ－Ｃ Ｃｅｒｖｉｃａｌ ケージ メダクタジャパン株式会社 078 人工骨 (2) 専用型 ⑤ 椎体固定用 ｱ 1椎体用 ¥174,000

22400BZX00485000 コロエントシステム チタンケージＸ Ｐｌｕｓ ニューベイシブジャパン株式会社 078 人工骨 (2) 専用型 ⑤ 椎体固定用 ｱ 1椎体用 ¥174,000

22400BZX00489000 ＳＴプレートシステム 株式会社ベアーメディック 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

22400BZX00489000 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

22400BZX00489000 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 型

¥81,900

22400BZX00489000 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

22400BZX00491000 オステオラプター ＨＡ アンカー スミス・アンド・ネフュー エンドスコピー株式会社 080 合成吸収性骨片接合材料 (6) ｽｰﾁｬｰｱﾝｶｰ ¥51,700

22400BZX00494000 Ｃ－ＴＨＲＵ スペーサー バイオメット・ジャパン株式会社 078 人工骨 (2) 専用型 ⑤ 椎体固定用 ｱ 1椎体用 ¥174,000

22400BZX00495000 Ｈｉ－Ｆｉ レボアンカー ジンマー株式会社 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

22400BZX00497000 ＴＲＪステム 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 (2) 大腿骨側材料 ① 大腿骨ｽﾃﾑ(Ⅰ) ｱ 標準型 ¥507,000

22400BZX00499000 Ｃａｒａｊｉ アンカー 株式会社メディカルユーアンドエイ 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

22400BZX00501000 パワーフレックス プロ ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 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 ｱ 標準型 ¥54,100

22400BZX00504000 ナカシマ Ｄｉｓｔａｌ Ｕｌｎａｒ Ｌｏｃｋｉｎｇプレート ナカシマメディカル株式会社 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) ¥84,300

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2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)

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2月1日

22400BZX00505000 スーチャーボタン 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 ⅱ ｽｰﾁｬｰｱﾝ
ｶｰ型(その他)

¥34,300

22400BZX00505000 077 人工靱帯 (1) 固定器具なし ¥108,000

22400BZX00513000 エピック バスキュラーステント 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 (2) 末梢血管用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ ① 一般型 ¥210,000

22400BZX00514000 ＬＩ プラス バイオトロニックジャパン株式会社 001 血管造影用ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ (2) 蛇行血管用 ¥3,860

224AIBZX00070000 ＲＵＳＣＨ トラックフレックス プラス セット テレフレックスメディカルジャパン株式会社 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 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

¥6,160

224AIBZX00070000 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

224AIBZX00070000 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

¥6,160

224AIBZX00070000 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

22500BZX00002000 ＭＥＤＡＣＴＡ 大腿骨ステムヘッド ＣｏＣｒ メダクタジャパン株式会社 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
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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2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

224ACBZX00072000 トロフィーパン　スマート　オシリス 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

224ACBZX00072000 パノラマ断層撮影装置

224ADBZX00172000 コンピュレイ　アルティメットプラス トロフィー・ラジオロジー・ジャパン株式会社 歯科エックス線撮影デジタル映像化処理装置

224ALBZX00015000 アイペックスⅡ 株式会社ナカニシ 歯科用根管長測定器

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)
222ACBZX00056A04 スナイパーＣＤ ハイデンタル・ジャパン株式会社 020 歯科鋳造用ｺﾊﾞﾙﾄｸﾛﾑ合金 鉤･ﾊﾞｰ用 1g\25

222ACBZX00056A04 025 歯科鋳造用ｺﾊﾞﾙﾄｸﾛﾑ合金床用 1g\28

222AKBZX00026000 ルクサコア Ｚ－デュアル 株式会社ヨシダ 052 複合ﾚｼﾞﾝ 築造用(硬化後ﾌｨﾗｰ60%以上) 1g\268

224ACBZX00060000 ドリームキャストⅢ ハイデンタル・ジャパン株式会社 020 歯科鋳造用ｺﾊﾞﾙﾄｸﾛﾑ合金 鉤･ﾊﾞｰ用 1g\25

224ACBZX00060000 025 歯科鋳造用ｺﾊﾞﾙﾄｸﾛﾑ合金床用 1g\28

224ACBZX00060A01 キャストロイⅡ ハイデンタル・ジャパン株式会社 020 歯科鋳造用ｺﾊﾞﾙﾄｸﾛﾑ合金 鉤･ﾊﾞｰ用 1g\25

224ACBZX00060A01 025 歯科鋳造用ｺﾊﾞﾙﾄｸﾛﾑ合金床用 1g\28

224ACBZX00060A02 スーパーキャストⅡ ハイデンタル・ジャパン株式会社 020 歯科鋳造用ｺﾊﾞﾙﾄｸﾛﾑ合金 鉤･ﾊﾞｰ用 1g\25

224ACBZX00060A02 025 歯科鋳造用ｺﾊﾞﾙﾄｸﾛﾑ合金床用 1g\28

224ACBZX00061000 デントクラフト ファインフィル 株式会社ヨシダ 049 歯科充填用材料 Ⅰ 1g\704

224ADBZX00204000 デイモン３ ＭＸ カボデンタルシステムズジャパン株式会社 004 ﾀﾞｲﾚｸﾄﾎﾞﾝﾄﾞ用ﾌﾞﾗｹｯﾄ 1個\286

224ADBZX00206000 デイモン３ カボデンタルシステムズジャパン株式会社 004 ﾀﾞｲﾚｸﾄﾎﾞﾝﾄﾞ用ﾌﾞﾗｹｯﾄ 1個\286

224ADBZX00217000 リンガル アプライアンス システム カボデンタルシステムズジャパン株式会社 004 ﾀﾞｲﾚｸﾄﾎﾞﾝﾄﾞ用ﾌﾞﾗｹｯﾄ 1個\286

224ADBZX00217000 005 ﾁｭｰﾌﾞ 1個\422

224ADBZX00218000 オーソスシステム カボデンタルシステムズジャパン株式会社 004 ﾀﾞｲﾚｸﾄﾎﾞﾝﾄﾞ用ﾌﾞﾗｹｯﾄ 1個\286

224ADBZX00221000 オーソス チタニウム システム カボデンタルシステムズジャパン株式会社 004 ﾀﾞｲﾚｸﾄﾎﾞﾝﾄﾞ用ﾌﾞﾗｹｯﾄ 1個\286

224ADBZX00221000 005 ﾁｭｰﾌﾞ 1個\422

224ADBZX00235000 ナイタイ コイルスプリング カボデンタルシステムズジャパン株式会社 039 超弾性ｺｲﾙｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ 1個\450

224ADBZX00237000 ピアレス チューブ カボデンタルシステムズジャパン株式会社 005 ﾁｭｰﾌﾞ 1個\422

224ADBZX00238000 アクセントチューブ カボデンタルシステムズジャパン株式会社 005 ﾁｭｰﾌﾞ 1個\422

224ADBZX00239000 マイクロ チューブ カボデンタルシステムズジャパン株式会社 005 ﾁｭｰﾌﾞ 1個\422

224ADBZX00240000 プリモーラー チューブ カボデンタルシステムズジャパン株式会社 005 ﾁｭｰﾌﾞ 1個\422

224ＡＤＢＺＸ00257000 バンド カボデンタルシステムズジャパン株式会社 002 歯科矯正用帯環 犬歯用及び臼歯用 1個\182

224ADBZX00265000 テンプボンド カボデンタルシステムズジャパン株式会社 048 歯科用合着･接着材料Ⅲ(粉末･液) 1g\23

224ADBZX00266000 テンプボンド ＮＥ カボデンタルシステムズジャパン株式会社 048 歯科用合着･接着材料Ⅲ(粉末･液) 1g\23

224ADBZX00267000 ブルーグルー カボデンタルシステムズジャパン株式会社 037 ﾀﾞｲﾚｸﾄﾎﾞﾝﾄﾞ用ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ材 1g\834

224ADBZX00269000 エンライトＬＶ カボデンタルシステムズジャパン株式会社 037 ﾀﾞｲﾚｸﾄﾎﾞﾝﾄﾞ用ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ材 1g\834

224ADBZX00270000 エンライト カボデンタルシステムズジャパン株式会社 037 ﾀﾞｲﾚｸﾄﾎﾞﾝﾄﾞ用ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ材 1g\834

224ADBZX00271000 グリーングルー カボデンタルシステムズジャパン株式会社 037 ﾀﾞｲﾚｸﾄﾎﾞﾝﾄﾞ用ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ材 1g\834

224ADBZX00272000 オプチバンド ウルトラ カボデンタルシステムズジャパン株式会社 037 ﾀﾞｲﾚｸﾄﾎﾞﾝﾄﾞ用ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ材 1g\834

224ADBZX00275000 プレミス フロアブル カボデンタルシステムズジャパン株式会社 049 歯科充填用材料 Ⅰ 1g\704

224ADBZX00276000 プレミス カボデンタルシステムズジャパン株式会社 049 歯科充填用材料 Ⅰ 1g\704

224ADBZX00278000 ハーキュライトＸＲＶ カボデンタルシステムズジャパン株式会社 049 歯科充填用材料 Ⅰ 1g\704

224ADBZX00279000 ハーキュライト ウルトラ カボデンタルシステムズジャパン株式会社 049 歯科充填用材料 Ⅰ 1g\704

224ADBZX00280000 スーパーコア カボデンタルシステムズジャパン株式会社 049 歯科充填用材料 Ⅰ 1g\704

224ADBZX00283000 マックスセム エリート カボデンタルシステムズジャパン株式会社 046 歯科用合着･接着材料Ⅰ(粉末･液) 1g\441

224ADBZX00285000 エヌ・エックス・スリー カボデンタルシステムズジャパン株式会社 046 歯科用合着･接着材料Ⅰ(粉末･液) 1g\441

224AKBZX00106000 ソリデックス ハーデュラ 株式会社松風 040 歯冠用光重合硬質ﾚｼﾞﾝ 1g\694

224AKBZX00141000 ソリデックス ハーデュラ セット 株式会社松風 040 歯冠用光重合硬質ﾚｼﾞﾝ 1g\694

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2月1日

TJBLS
楕円


	総－１－２　①【中医協用】20130201通知　別紙「保険適用一覧表」250201（経済課修正）（医療課再修正）250204
	医科Ａ２新規

	総－１－２　②【中医協用】20130201通知　別紙「保険適用一覧表」250201（経済課修正）（医療課再修正）250204
	医科Ｂ新規

	総－１－２　③【中医協用】20130201通知　別紙「保険適用一覧表」250201（経済課修正）（医療課再修正）250204
	歯科Ａ２・Ｂ新規


