中医協 総－１－２
２５．５．１５
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25年4月1日
薬事法承認番号

販売名

保険適用希望者
フィリップス・レスピロニクス合同会社

特定診療報酬算定医療機器の区分

224AABZI00197000

オキシメトリーモジュール

224ABBZX00026000

内視鏡

224ABBZX00163000

ＥＶＩＳ ＥＸＥＲＡ III 大腸ビデオスコープ ＯＬＹＭＰＵＳ ＣＦ－Ｈ１９０シ オリンパスメディカルシステムズ株式会社
リーズ
デジタル眼底カメラ ＣＲ－２ Ｐｌｕs ＡＦ
キヤノン株式会社

224AFBZX00164000

Ｗプローブ

フタバメディカル株式会社

ＲＩ動態機能検査装置

224AIBZX00073000

クリニカルＤＴＳ

酒井医療株式会社

筋電計（Ⅰ）

22500BZX00024000

ＢｉＰＡＰ ａｕｔｏＳＶ Ａｄｖａｎｃｅｄ Ｓｙｓtem Ｏｎｅ シリーズ

フィリップス・レスピロニクス合同会社

人工呼吸器

22500BZX00024000

眼底カメラ（Ⅲ）

在宅人工呼吸器（Ⅰ）

22500BZX00024000
225AABZX00023000

パルスオキシメータ

在宅人工呼吸器（Ⅲ）
多機能心電計 ＰＣ－ＥＣＧ シリーズ

三栄メディシス株式会社

心電計（Ⅱ）

225ABBZX00013000

大腸ビデオスコープ ＯＬＹＭＰＵＳ ＰＣＦ－Ｈ１７０ シリーズ

オリンパスメディカルシステムズ株式会社

内視鏡

225ABBZX00014000

腎盂尿管ファイバースコープ ＵＲＦ－Ｙ０００３

オリンパスメディカルシステムズ株式会社

内視鏡

225ABBZX00044000

上部消化管汎用ビデオスコープ ＯＬＹＭＰＵＳ ＧＩＦ－Ｈ１７０

オリンパスメディカルシステムズ株式会社

内視鏡

225ABBZX00045000

上部消化管汎用ビデオスコープ ＯＬＹＭＰＵＳ ＧＩＦ－ＸＰ１７０Ｎ

オリンパスメディカルシステムズ株式会社

内視鏡

225ABBZX00061000

一般撮影用デジタルラジオグラフィ装置 ＤＸＲ－３０００ＰＣ

株式会社日立メディコ

デジタル撮影装置

225ACBZX00001000

東芝スキャナ Ａｑｕｉｌｉｏｎ ＰＲＩＭＥ ＴＳＸ－３０３Ａ

東芝メディカルシステムズ株式会社

ＣＴ撮影装置

225ACBZX00006000

多目的Ｘ線撮影システム Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ

ＧＥヘルスケア・ジャパン株式会社

診断用Ｘ線装置

225ACBZX00008000

ハイチャージ１８１－Ｐ

株式会社サンメディカル

低周波治療器

225ADBZX00023000

シチズン血中酸素飽和度計 ＰＭＺ５０１Ｐ

アドバンスドメディカル株式会社

パルスオキシメータ

225ADBZX00031000

ダイナスコープ８０００シリーズ ＤＳ－８９００システム

フクダ電子株式会社

モニタ

225AFBZX00011000

ダブリン３シリーズＸ

キャンデラ株式会社

光線治療器（Ⅱ）

225AFBZX00017000

ジェイトラック

株式会社ジェイメック

光線治療器（Ⅱ）

225AGBZX00013000

携帯型Ｘ線撮影装置 ＰＸ－２０ＢＴ

株式会社ケンコー・トキナー

診断用Ｘ線装置

225AIBZX00005000

乳房用Ｘ線撮影装置 Ｐｉｎｋｖｉｅｗ－ＡＴ

Ｊｐｉジャパン株式会社

診断用Ｘ線装置

225AIBZX00006000

回診用Ｘ線撮影装置 ＡｃｅＭｏｂｉｌ－２４０

Ｊｐｉジャパン株式会社

診断用Ｘ線装置

225AOBZI00002000

Ｒ．Wolfリジッドスコープセット

ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社

内視鏡

225AABZX00023000

ベクトル心電計

1

（別紙）

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4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)

21600BZZ00031A01

ダイモンＴステントセット

シルックス株式会社

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

21600BZZ00294000

ＯＸＩＡカスタムセット

株式会社ジェイ・エム・エス

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) ① 一般用

22100BZX00818000

リジェノス

株式会社クラレ

078 人工骨 (2) 専用型 ⑦ 肋骨･胸骨･四肢骨用

223AIBZX00036000

シデン ガイドワイヤー

ガデリウス・メディカル株式会社

033 経皮的又は経内視鏡的胆管等ﾄﾞﾚﾅｰｼﾞ用ｶﾃｰﾃﾙｾｯﾄ (4) 経鼻法ｾｯﾄ の一部

※

223AIBZX00036000

033 経皮的又は経内視鏡的胆管等ﾄﾞﾚﾅｰｼﾞ用ｶﾃｰﾃﾙｾｯﾄ (5) 追加･交換用ｾｯﾄ の一部

※

223AIBZX00036000

034 胆道ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ (1) 一般型 ② 一時留置型 ｲ ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰｼｽﾃﾑ の一部

※

223AIBZX00036000

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 の一部

※

058 人工膝関節用材料 (1) 大腿骨側材料 ② 全置換用材料(Ⅱ)

¥275,000

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

22400BZX00148000

¥50,400
¥113,000
¥31,100

ＡＴＴＵＮＥ ＣＲ ＦＩＸＥＤ人工膝関節システム

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

22400BZX00324A01

レジスタ ガイドワイヤー８

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

22400BZX00355000

コンテグラ肺動脈用弁付きコンデュイット

日本メドトロニック株式会社

121 弁付きｸﾞﾗﾌﾄ（生体弁）

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

059 ｵﾌﾟｼｮﾝ部品 (2) 人工膝関節用部品

¥65,400

22400BZX00483000

ＣＥＮＴＥＲＰＩＥＣＥ ＯＤ プレートシステム

メドトロニックソファモアダネック株式会社

064 脊椎固定用材料 (2) 脊椎ﾌﾟﾚｰﾄ(S)

¥40,000

22400BZX00148000

22400BZX00483000
22400BZX00490000

064 脊椎固定用材料 (5) 脊椎ｽｸﾘｭｰ(固定型)

¥171,000

22400BZX00490000

073 髄内釘 (2) 横止めｽｸﾘｭｰ ① 標準型

¥16,900

22400BZX00490000

073 髄内釘 (2) 横止めｽｸﾘｭｰ ② 大腿骨頸部型

¥171,000

22500BZI00004000

073 髄内釘 (2) 横止めｽｸﾘｭｰ ① 標準型

¥16,900

22500BZI00004000

073 髄内釘 (2) 横止めｽｸﾘｭｰ ② 大腿骨頸部型

¥42,600

メイラロッキングプレートシステム

ネオメディカル株式会社

¥42,600

073 髄内釘 (1) 髄内釘 ③ 大腿骨頸部型

22500BZX00034000

ＮＥＯＧＥＮ ネイルシステム

バイオメット・ジャパン株式会社

¥75,500

073 髄内釘 (1) 髄内釘 ③ 大腿骨頸部型

22500BZI00004000

アフィクサス ヒップフラクチャー ネイル

¥22,500
¥788,000

メイラ株式会社

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) ① 標準型

22500BZX00034000
22500BZX00035000

ソフィサ シャントシステム

株式会社佐多商会

¥6,440

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

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

¥22,700

22500BZX00035000

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

22500BZX00035000

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

22500BZX00035000

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

22500BZX00035000

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

22500BZX00035000

108 頭･静脈､腹腔ｼｬﾝﾄﾊﾞﾙﾌﾞ (1) 標準型 ② 特殊機能

¥21,400
¥181,000
¥30,400
¥7,900
¥67,600

22500BZX00040000

ＣＯＯＫ Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ食道用ステントシステム

Ｃｏｏｋ Ｊａｐａｎ株式会社

095 食道用ｽﾃﾝﾄ

¥130,000

22500BZX00041000

ＡＯ ＭａｔｒｉｘＭＡＮＤＩＢＬＥ Ｒｅｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ システム

シンセス株式会社

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 ｳ 人工顎関節用

¥113,000

22500BZX00043000

ＭｅｃｔａＬＩＦ Ｔｒａｎｓｆｏｒａｍｉｎａｌ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

22500BZX00044000

イレスト ５ ＣＲＴ－Ｄ

バイオトロニックジャパン株式会社

144 両室ﾍﾟｰｼﾝｸﾞ機能付き植込型除細動器 (1) 単極又は双極用

22500BZX00047000

ｒＨｅａｄ ラディアルヘッド インプラント

オリンパステルモバイオマテリアル株式会社

066 人工肘関節用材料 (3) 橈骨側材料

22500BZX00048000

エヴィア－Ｔシリーズ Ｐｒｏ

バイオトロニックジャパン株式会社

112 ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ (6) ﾃﾞｭｱﾙﾁｬﾝﾊﾞ(Ⅳ型) ② MRI対応型

¥1,050,000

22500BZX00049000

エヴィアシリーズ Ｐｒｏ

バイオトロニックジャパン株式会社

112 ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ (6) ﾃﾞｭｱﾙﾁｬﾝﾊﾞ(Ⅳ型) ② MRI対応型

¥1,050,000

22500BZX00050000

ソリア Ｓ

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 (1) ﾘｰﾄﾞ ① 経静脈ﾘｰﾄﾞ ｱ 標準型

¥132,000

22500BZX00051000

ソリア Ｔ

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 (1) ﾘｰﾄﾞ ① 経静脈ﾘｰﾄﾞ ｱ 標準型

¥132,000

22500BZX00054000

ＭＯＪ システム

シンセス株式会社

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
¥13,900
¥174,000

22500BZX00054000

¥174,000
¥4,090,000
¥214,000

22500BZX00055000

ＥＩＶＳ ＰＥＥＫ

昭和医科工業株式会社

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 ⅰ ｽﾄﾚｰﾄ
型･異形型
078 人工骨 (2) 専用型 ⑤ 椎体固定用 ｱ 1椎体用

22500BZX00056000

ＮＳＥ ＰＴＡバルーンカテーテル ＧＤＭ０１

株式会社グッドマン

133 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ (3) PTAﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ ⑤ ｽﾘｯﾋﾟﾝｸﾞ防止型

¥115,000

22500BZX00057000

ファーストビュー

テルモ株式会社

149 血管内光断層撮影用ｶﾃｰﾃﾙ

¥146,000

ケージ

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25年4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)

22500BZX00059000

ＰＣＦ Ｈｉｐシステム

ナカシマメディカル株式会社

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

22500BZX00060000

Ｑｕａｄｒａ－Ｈ セメントレス ステム

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 ① 大腿骨ｽﾃﾑ(Ⅰ) ｱ 標準型

¥507,000

22500BZX00061000

メイラロッキングスクリュー

メイラ株式会社

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) ① 標準型

22500BZX00062000

ＰＲＯＦＥＭＵＲ® ＡＭ ステム

ライト・メディカル・ジャパン株式会社

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

22500BZX00070000

ＸＩＥＮＣＥ ＰＲＩＭＥ ＳＶ 薬剤溶出ステント

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 (3) 冠動脈用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ ③ 再狭窄抑制型

22500BZX00072000

イレスト ５ ＩＣＤ

バイオトロニックジャパン株式会社

117 植込型除細動器 (2) 植込型除細動器(Ⅲ型)

¥3,000,000

117 植込型除細動器 (4) 植込型除細動器(Ⅴ型)

¥3,060,000

イレスト ５ ＩＣＤ ＤＦ４

バイオトロニックジャパン株式会社

117 植込型除細動器 (2) 植込型除細動器(Ⅲ型)

¥3,000,000

117 植込型除細動器 (4) 植込型除細動器(Ⅴ型)

¥3,060,000

22500BZX00072000
22500BZX00073000
22500BZX00073000

¥6,440
¥507,000
¥295,000

225ABBZX00002000

ＤＩＢ腎盂バルーンカテーテル

株式会社塚田メディカル・リサーチ

031 腎瘻又は膀胱瘻用ｶﾃｰﾃﾙ及びｶﾃｰﾃﾙｾｯﾄ (1) 腎瘻用ｶﾃｰﾃﾙ ⑤ 腎盂ﾊﾞﾙｰﾝ型

¥2,410

225ACBZX00004000

膀胱瘻バルーンカテーテル

クリエートメディック株式会社

031 腎瘻又は膀胱瘻用ｶﾃｰﾃﾙ及びｶﾃｰﾃﾙｾｯﾄ (2) 膀胱瘻用ｶﾃｰﾃﾙ

¥3,710

225ACBZX00005000

バルーンボタン ガイドワイヤーセット

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

¥8,200

225ACBZX00007000

ジェイフィード ペグロック

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

225ADBZX00012000

バード アクアガイド デュアル尿管アクセスシース

株式会社メディコン

135 尿路拡張用ｶﾃｰﾃﾙ (1) 尿管用

225ADBZX00021000

コーケンマイスターブレス

株式会社高研

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 ⅰ 一重管
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 ｱ ｶﾌ上部吸引機能あり ⅰ 一重管

225ADBZX00021000

3

¥8,200
¥43,200
¥4,570
¥4,570

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4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)

22200BZX00595000

クロッサーシステム

株式会社メディコン

133 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ (17) 下肢動脈狭窄部貫通用カテーテル

22400BZI00017000

植込み型補助人工心臓HeartMate Ⅱ

ニプロ株式会社

129 補助人工心臓ｾｯﾄ (3) 植込型（非拍動流型） ③ 軸流型

22400BZX00306000

インヴァイブ

ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社

112 ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ (7) ﾄﾘﾌﾟﾙﾁｬﾝﾊﾞ(Ⅰ型) ② 極性可変型

22400BZX00334000

Cook分娩後バルーン

Cook Japan株式会社

176 子宮用止血バルーンカテーテル

22400BZX00361000

AMPLATZER バスキュラープラグ

セント・ジュード・メディカル株式会社

133 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ (18) 血管塞栓用プラグ

22400BZX00365000

ＮＣＢ用ＭｏｔｉｏｎＬｏｃ スクリュー（滅菌済）

ジンマー株式会社

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） ② 特殊型

22400BZX00376000

リストレーションＡＤＭ

日本ストライカー株式会社

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) ｴ 特殊型(Ⅲ)
057 人工股関節用材料 (1) 骨盤側材料 ⑨ ﾗｲﾅｰ(Ⅶ)

¥79,200

22400BZX00410000

ＮＲＧ ＲＦ トランスセプタルニードル

日本ライフライン株式会社

177 心房中隔穿刺針

¥51,700

22400BZX00437000

アクティブアーティキュレーション Ｅ１

バイオメット・ジャパン株式会社

057 人工股関節用材料 (1) 骨盤側材料 ⑨ ﾗｲﾅｰ(Ⅶ)

¥79,200

22400BZX00459000

ＭＤＭ／ＡＤＭ寛骨臼システム

日本ストライカー株式会社

057 人工股関節用材料 (1) 骨盤側材料 ⑧ ﾗｲﾅｰ(Ⅵ)

¥60,300

057 人工股関節用材料 (1) 骨盤側材料 ⑨ ﾗｲﾅｰ(Ⅶ)

¥79,200

22400BZX00376000

22400BZX00459000

¥172,000
¥18,100,000
¥1,570,000
¥17,900
¥126,000
¥6,920
¥153,000

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4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

22400BZX00266000

ジャック

株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング

22400BZX00051000

バイオグラフ ｍＭＲ

シーメンス・ジャパン株式会社

4

150 ヒト自家移植組織 (2) 自家培養軟骨

償還価格
(円)
¥2,080,000

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25年4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

219ADBZX00151000

ノーベルブロック チタニウム

ノーベル・バイオケア・ジャパン株式会社

広範囲顎骨支持型補綴用金属Ⅲ

221ADBZX00002000

ノーベルブロック チタンアロイ

ノーベル・バイオケア・ジャパン株式会社

広範囲顎骨支持型補綴用金属Ⅲ

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4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

225AGBZX00001000

マルチリンク オートミックス

Ｉｖｏｃｌａｒ Ｖｉｖａｄｅｎｔ株式会社

046 歯科用合着･接着材料Ⅰ(粉末･液)

225AGBZX00011000

テトリック Ｎ－セラム バルクフィル

Ｉｖｏｃｌａｒ Ｖｉｖａｄｅｎｔ株式会社

049 歯科充填用材料 Ⅰ

225AGBZX00012000

レオーネ オーソシステム

株式会社エイコー

004 ﾀﾞｲﾚｸﾄﾎﾞﾝﾄﾞ用ﾌﾞﾗｹｯﾄ

5

償還価格
(円)
1g\441
1g\704
1個\286

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25年5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

21800BZY10153A01

エレクタ インフィニティ

エレクタ株式会社

治療用粒子加速装置（Ⅱ）

21800BZY10153A02

エレクタ アクセス

エレクタ株式会社

治療用粒子加速装置（Ⅱ）

22200BZX00853000

ニプロ携帯形精密輸液ポンプ ＣＡＰ－１０

ニプロ株式会社

注入ポンプ（Ⅲ）

22200BZX00853000

精密持続点滴装置

22200BZX00853000

麻酔用精密持続注入器

22400BZX00509000

キウイオムニカップＣ

アトムメディカル株式会社

分娩用吸引器

224ADBZX00200000

外科用Ｘ線装置 Ｓｕｒｇｉｎｉｘ ＳＸＴ－２０００Ａ

東芝メディカルシステムズ株式会社

診断用Ｘ線装置

224ALBZX00043A01

オキシハリー Ｓ－１１０

ＯＸｉＭ株式会社

パルスオキシメータ

22500BZX00078000

テルモ インプランタブルポートセット

テルモ・クリニカルサプライ株式会社

植込型医薬品注入器

22500BZX00116000

ダイナスコープ８０００シリーズ ＤＳ－８２００システム

フクダ電子株式会社

モニタ

ＥＥＳジェネレーター

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

ＢｉＰＡＰ Ａ４０システム

フィリップス・レスピロニクス合同会社

22500BZX00116000
22500BZX00119000

心電計（Ⅱ）

22500BZX00119000
22500BZX00130000

超音波手術器
電気手術器

22500BZX00130000

人工呼吸器
在宅人工呼吸器（Ⅰ）

22500BZX00130000

在宅人工呼吸器（Ⅲ）

22500BZX00162000

Ｓｏｎｉｃｉｓｉｏｎ コードレスシステム

コヴィディエン ジャパン株式会社

超音波手術器

225AABZX00024000

イトー ＵＳ－７１１

伊藤超短波株式会社

超音波治療器

225AABZX00025000

イトー ＵＳ－７３１

伊藤超短波株式会社

超音波治療器

225AABZX00051000

電子内視鏡 ＥＲ－５３０Ｓ２

富士フイルム株式会社

内視鏡

225ABBZX00001000

富士フイルム ＤＲ－ＩＤ ８００

富士フイルム株式会社

デジタル撮影装置

225ABBZX00006000

ダイレクトディジタイザー ＲＥＧＩＵＳ ＭＯＤＥＬ １１０

コニカミノルタ株式会社

デジタル撮影装置

225ABBZX00008000

ダイレクトディジタイザー ＲＥＧＩＵＳ ＭＯＤＥＬ ２１０

コニカミノルタ株式会社

デジタル撮影装置

225ABBZX00009000

ダイレクトディジタイザー ＲＥＧＩＵＳ ＳＩＧＭＡ

コニカミノルタ株式会社

デジタル撮影装置

225ABBZX00010000

ダイレクトディジタイザー ＲＥＧＩＵＳ ＳＩＧＭＡ２

コニカミノルタ株式会社

デジタル撮影装置

225ABBZX00011000

デジタルラジオグラフィー ＡｅｒｏＤＲ ＳＹＳＴＥＭ

コニカミノルタ株式会社

デジタル撮影装置

225ABBZX00052000

画像診断ワークステーション ＲＥＧＩＵＳ Ｕｎｉｔｅａ

コニカミノルタ株式会社

Ｘ線骨密度測定装置（Ⅰ）

225ABBZX00053000

画像診断ワークステーション ＮＥＯＶＩＳＴＡ Ｉ－ＰＡＣＳ ＥＸ ｆｏｒ ＤＩＰ

コニカミノルタ株式会社

Ｘ線骨密度測定装置（Ⅰ）

225ABBZX00067000

Ｘ線透視診断装置 ＤＩＡＶＩＳＴＡ

株式会社日立メディコ

診断用Ｘ線装置

225ABBZX00070000

腎盂尿管ファイバースコープ ＯＬＹＭＰＵＳ ＵＲＦ－Ｐ６

オリンパスメディカルシステムズ株式会社

内視鏡

225ABBZX00074000

デジタルラジオグラフィ ＣＸＤＩ－７０１Ｇ Ｗｉｒeless

キヤノン株式会社

デジタル撮影装置

225ABBZX00080000

回診用Ｘ線撮影装置 ＣＡＬＮＥＯ Ｇｏ

株式会社島津製作所

診断用Ｘ線装置

225ABBZX00084000

デジタルラジオグラフィ ＣＸＤＩ－７０１Ｃ Ｗｉｒeless

キヤノン株式会社

225ABBZX00069000

内視鏡

225ACBZX00012000

ＥＶＩＳ ＬＵＣＥＲＡ 超音波ガストロビデオスコープ ＯＬＹＭＰＵＳ ＴＧＦ オリンパスメディカルシステムズ株式会社
－ＵＣ２６０Ｊ
全身用ＭＲ装置 Ｍｕｌtiva １．５Ｔ
株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン

225ACBZX00017000

スリープアイ ＧＤ７００

ＧＡＣ株式会社

終夜睡眠診断装置 （Ｉ－２）

225ADBZX00020000

スリープスコープ

スリープウェル株式会社

脳波計

225ABBZX00067000

デジタル撮影装置

225ABBZX00080000

デジタル撮影装置
デジタル撮影装置
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ＭＲＩ装置

（別紙）

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25年5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

225ADBZX00039000

携帯型受信機 ＺＴ－２１０Ｐ

日本光電工業株式会社

モニタ

225AGBZX00019000

コンフォライフ ＳＬ－５

株式会社医器研

酸素供給装置（Ⅰ）

225AGBZX00020000

解析付心電計 Ｋｅｎz Ｃａｒｄｉｃｏ １２１５

株式会社スズケン

心電計（Ⅱ）

225AIBZX00011000

モバイル・オー・グラフ

すみれ医療株式会社

長時間自由行動下血圧計

225AIBZX00012000

ｅモーション ＥＭＧ

株式会社日本メディックス

筋電計（Ⅰ）

7

（別紙）

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5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)

20600BZY01015000

ニュージェル

株式会社エムビーエス

008 皮膚欠損用創傷被覆材 (1) 真皮に至る創傷用

21200BZY00547000

ティエール

株式会社エムビーエス

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

21600BZZ00575000

マイクロカテーテル

川澄化学工業株式会社

010 血管造影用ﾏｲｸﾛｶﾃｰﾃﾙ (1) ｵｰﾊﾞｰｻﾞﾜｲﾔｰ ③ ﾃﾞﾀｯﾁｬﾌﾞﾙｺｲﾙ用

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)

22400BZX00076000

メラエクセライン回路ＴＰＣ

泉工医科工業株式会社

127 人工心肺回路 (5) 分離体外循環回路

¥47,100

22400BZX00239000

タイトロープ

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)
077 人工靱帯 (1) 固定器具なし

¥34,300

22400BZX00284000

ＳｔｅｒｎａＬｏｃｋ Ｂｌｕ システム

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) (1) 一般ｽｸﾘｭｰ(生体用合金Ⅰ) ① 標準型

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 (1) 一般型 ② 一時留置型 ｱ ｽﾃﾝﾄ

22400BZX00239000

22400BZX00473000

1㎠当たり\7
1㎠当たり\12
¥59,600
¥125,000

¥97,700
¥6,440
¥4,300

034 胆道ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ (1) 一般型 ② 一時留置型 ｲ ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰｼｽﾃﾑ

¥14,900

224AIBZX00018000

ファーストフィンガー

クリエートメディック株式会社

030 ｲﾚｳｽ用ﾛﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ (2) ｽﾌﾟﾘﾝﾄ機能付加型

¥37,300

22500BZI00006000

Ｓｉｔｕｓ ＬＤＳ２ キット

日本ライフライン株式会社

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

22500BZI00007000

クイック－クロスⅡ

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

22500BZX00028000

テルモガイドワイヤーＡＤＶ

テルモ株式会社

012 血管造影用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ (3) 微細血管用

22500BZX00031000

ＡＴＴＵＮＥ ＲＰ人工膝関節システム

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

22500BZX00046000

ＴＲＩＢＲＩＤ人工単顆膝関節システム

京セラメディカル株式会社

058 人工膝関節用材料 (1) 大腿骨側材料 ⑤ 片側置換用材料(Ⅱ)

¥162,000

058 人工膝関節用材料 (2) 脛骨側材料 ④ 片側置換用材料(Ⅱ)

¥121,000

058 人工膝関節用材料 (2) 脛骨側材料 ④ 片側置換用材料(Ⅱ)

¥121,000

22500BZX00046000
22500BZX00046000

ＴＲＩＢＲＩＤ人工単顆膝関節システム

京セラメディカル株式会社

22500BZX00046000

¥16,300

058 人工膝関節用材料 (4) ｲﾝｻｰﾄ (Ⅰ)

¥61,300

22500BZX00075000

ＬＣＰ プロキシマルティビア プレートシステム（滅菌）

シンセス株式会社

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

22500BZX00076000

Ａｄｖａｎｃｅ ＬＰ ＰＴＡ バルーン拡張式カテーテル

Ｃｏｏｋ Ｊａｐａｎ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

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

¥81,000

22500BZX00076000
22500BZX00082000

テルモＰＴＣＡカテーテルＲＸ－４

テルモ株式会社

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

¥79,100

22500BZX00081000

Ｆｅｔｃｈ２ 血栓吸引カテーテル

日本メドラッド株式会社

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

¥51,800

22500BZX00086000

キルシュナーピン

ネオメディカル株式会社

076 固定用金属ﾋﾟﾝ (2) 一般用 ① 標準型

22500BZX00090000

トライレムＰＴＣＡバルーンカテーテルＲＸ

センチュリーメディカル株式会社

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

22500BZX00091000

アドバニクス ＲＸ胆管ステントシステム （ダブルピッグテイル）

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 (1) 一般型 ② 一時留置型 ｱ ｽﾃﾝﾄ

22500BZX00094000

ＣＯＯＫ Ａｐｐｒｏａｃｈ Ｈｙｄｒｏ ＳＴ ガイドワイヤー

Ｃｏｏｋ Ｊａｐａｎ株式会社

012 血管造影用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ (3) 微細血管用

¥16,300

22500BZX00095000

マグナムネイルブレードシステム

株式会社ロバート・リード商会

073 髄内釘 (2) 横止めｽｸﾘｭｰ ② 大腿骨頸部型

¥42,600

22500BZX00097000

ＨＡＩ リコンストラクションロッキングプレートシステム

株式会社ホムズ技研

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 ｲ 下顎骨･骨盤再建用

22500BZX00110000

ＫＭＬ Ｓ 下肢再建用テーパードセメントステム

京セラメディカル株式会社

059 ｵﾌﾟｼｮﾝ部品 (4) 再建用強化部品

¥590,000

22500BZX00100000

ＡＶＳ ＴＬ 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

22500BZX00101000

ＯＩＣ ＰＥＥＫ ＴＬ 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

22500BZX00109000

ＫＭＬ Ｓ 脛骨近位再建システム

京セラメディカル株式会社

059 ｵﾌﾟｼｮﾝ部品 (4) 再建用強化部品

¥590,000

22500BZX00109000

070 下肢再建用人工関節用材料 (4) 再建用大腿骨表面置換用材料

¥619,000

22500BZX00109000

070 下肢再建用人工関節用材料 (5) 再建用脛骨近位補綴用材料

¥723,000

¥516
¥79,100
¥4,300

¥69,500

22500BZX00111000

コンティニューム Ｌｏｎｇｅｖｉｔｙ ＩＴライナー

ジンマー株式会社

057 人工股関節用材料 (1) 骨盤側材料 ④ ﾗｲﾅｰ(Ⅰ)

¥56,100

22500BZX00112000

Ｍａｔｒｉｘ５．５ エンハンスメントシステム（滅菌）

シンセス株式会社

064 脊椎固定用材料 (1) 脊椎ﾛｯﾄﾞ

¥45,300

22500BZX00112000

Ｍａｔｒｉｘ５．５ エンハンスメントシステム（滅菌）

シンセス株式会社

064 脊椎固定用材料 (1) 脊椎ﾛｯﾄﾞ

22500BZX00112000

064 脊椎固定用材料 (6) 脊椎ｽｸﾘｭｰ(可動型)

22500BZX00112000

064 脊椎固定用材料 (7) 脊椎ｺﾈｸﾀｰ

8

¥45,300
¥103,000
¥46,400

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5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)

22500BZX00113000

セプターＣ

テルモ株式会社

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

22500BZX00115000

Ｖ－Ｔｒａｋハイドロフィルエンボリックシステム

テルモ株式会社

133 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ (11) 塞栓用ｺｲﾙ ① ｺｲﾙ ｵ 特殊型

¥140,000

22500BZX00120000

JOURNEY ＩＩ BCS ニー システム

スミス・アンド・ネフュー オーソペディックス株式会社 058 人工膝関節用材料 (1) 大腿骨側材料 ③ 全置換用材料(Ⅲ)

22500BZX00120000

¥346,000

058 人工膝関節用材料 (4) ｲﾝｻｰﾄ(Ⅰ)

¥61,300

22500BZX00122000

ヘッドレス コンプレッション スクリュー ４．５／６．５ｍｍ（滅菌）

シンセス株式会社

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 ｲ 圧迫調整固定用･両端ねじ型 ⅱ 一般用

¥41,100

22500BZX00124000

ＲＳスクリュー

ナカシマメディカル株式会社

060 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) (5) 中空ｽｸﾘｭｰ(生体用合金Ⅰ･L)

¥26,900

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 ｲ 圧迫調整固定用･両端ねじ型 ⅱ 一般用

¥41,100
¥41,100

22500BZX00124000
22500BZX00124000

ＲＳスクリュー

ナカシマメディカル株式会社

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 ｲ 圧迫調整固定用･両端ねじ型 ⅱ 一般用

22500BZX00126000

Ｋ２Ｍ ＣｏＣｒロッド

エム・シー・メディカル株式会社

064 脊椎固定用材料 (1) 脊椎ﾛｯﾄﾞ

22500BZX00127000

ユニコーンネイル

株式会社日本ユニテック

073 髄内釘 (1) 髄内釘 ③ 大腿骨頸部型

¥171,000

22500BZX00127000

073 髄内釘 (2) 横止めｽｸﾘｭｰ ① 標準型

¥16,900

22500BZX00127000

073 髄内釘 (2) 横止めｽｸﾘｭｰ ② 大腿骨頸部型

¥42,600

¥45,300

22500BZX00129000

カスピアン スパイナル システム

エム・シー・メディカル株式会社

064 脊椎固定用材料 (1) 脊椎ﾛｯﾄﾞ

¥45,300

22500BZX00129000

カスピアン スパイナル システム

エム・シー・メディカル株式会社

064 脊椎固定用材料 (2) 脊椎ﾌﾟﾚｰﾄ(S)

¥40,000

22500BZX00129000

064 脊椎固定用材料 (4) 椎体ﾌｯｸ

¥73,700

22500BZX00129000

064 脊椎固定用材料 (5) 脊椎ｽｸﾘｭｰ(固定型)

¥75,500

22500BZX00129000

064 脊椎固定用材料 (6) 脊椎ｽｸﾘｭｰ(可動型)

¥103,000

22500BZX00129000

064 脊椎固定用材料 (7) 脊椎ｺﾈｸﾀｰ

¥46,400

22500BZX00129000

064 脊椎固定用材料 (8) ﾄﾗﾝｽﾊﾞｰｽ固定器

¥66,500
¥79,100

22500BZX00132000

Ｓａｐｐｈｉｒｅ２ ＮＣ 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

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

22500BZX00133000

Ｓａｐｐｈｉｒｅ２ 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

22500BZX00136A01

プロテゴ ＳＤ

バイオトロニックジャパン株式会社

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

22500BZX00137000

ＬＣＰ オレクラノンプレート ３．５ （滅菌）

シンセス株式会社

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)

22500BZX00143000

ＯＩＣ ＰＥＥＫ ＵｎｉＬＩＦ 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

22500BZX00144000

ＬＣＰ ディスタルウルナプレート（滅菌）

シンセス株式会社

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) ① 標準型

22500BZX00144000

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)

¥81,000
¥926,000
¥84,300
¥174,000
¥6,440
¥84,300

22500BZX00145000

バイオメット ＣｏＣｒ モジュラーヘッド

バイオメット・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

22500BZX00147000

ＯＩＣ ＰＥＥＫ ＵｎｉＬＩＦ 椎体間ケージ

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

22500BZX00149000

Ｖｏｌａｒ ＤＲＰ（滅菌）

シンセス株式会社

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) ① 標準型

22500BZX00149000

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)

¥6,440
¥84,300

22500BZX00151000

ＰｅｒｃｕＦＩＸ ダブルスレッドスクリュー

オリンパステルモバイオマテリアル株式会社

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 ｲ 圧迫調整固定用･両端ねじ型 ⅱ 一般用

22500BZX00156000

Ｅｘｐｅｄｉｕｍ Ｐｌｕｓ スパインシステム

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

064 脊椎固定用材料 (6) 脊椎ｽｸﾘｭｰ(可動型)

22500BZX00157000

ＡＭＰＬＡＴＺＥＲ バスキュラープラグ Ⅱ

セント・ジュード・メディカル株式会社

133 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ (18) 血管塞栓用ﾌﾟﾗｸﾞ

22500BZX00158000

Ｃｏｂａｌｔ ＨＶ ボーンセメント

バイオメット・ジャパン株式会社

079 骨ｾﾒﾝﾄ (2) 人工関節固定用

1g当たり\491

22500BZX00159000

Ｃｏｂａｌｔ ＭＶ ボーンセメント

バイオメット・ジャパン株式会社

079 骨ｾﾒﾝﾄ (2) 人工関節固定用

1g当たり\491

22500BZX00160000

Ｒｅｌａｙ Ｐｌｕｓ 胸部ステントグラフトシステム

日本ライフライン株式会社

146 大動脈用ｽﾃﾝﾄｸﾞﾗﾌﾄ (3) 胸部大動脈用ｽﾃﾝﾄｸﾞﾗﾌﾄ(ﾒｲﾝ部分)

22500BZX00165000

ピナクル セラミックライナー （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 (1) 骨盤側材料 ⑦ ﾗｲﾅｰ(Ⅴ)

¥59,400

22500BZX00166000

トランセンド マイクロガイドワイヤー

ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社

012 血管造影用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ (3) 微細血管用

¥16,300

22500BZX00167000

レネゲード マイクロカテーテル

ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社

010 血管造影用ﾏｲｸﾛｶﾃｰﾃﾙ (1) ｵｰﾊﾞｰｻﾞﾜｲﾔｰ ② 造影能強化型

¥34,300

010 血管造影用ﾏｲｸﾛｶﾃｰﾃﾙ (1) ｵｰﾊﾞｰｻﾞﾜｲﾔｰ ③ ﾃﾞﾀｯﾁｬﾌﾞﾙｺｲﾙ用

¥59,600

22500BZX00156000

064 脊椎固定用材料 (7) 脊椎ｺﾈｸﾀｰ

22500BZX00167000

9

¥41,100
¥103,000
¥46,400
¥126,000

¥1,620,000

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5月1日
薬事法承認番号
22500BZX00170000

販売名
Ｒ３ カップ システム

保険適用希望者

決定機能区分

スミス・アンド・ネフュー オーソペディックス株式会社 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) ｲ 特殊型(Ⅰ)

22500BZX00170000

057 人工股関節用材料 (1) 骨盤側材料 ④ ﾗｲﾅｰ(Ⅰ)

22500BZX00170000

059 ｵﾌﾟｼｮﾝ部品 (3) 人工関節固定強化部品 ① 人工関節固定強化部品(Ⅰ)

償還価格
(円)
¥180,000
¥56,100
¥13,700

22500BZX00171000

スティーラブル イントロデューサー

日本ライフライン株式会社

001 血管造影用ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ (5) 遠位端可動型

22500BZX00172000

アルファテック コバルトクロム ロッド

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

22500BZX00173000

メラＮＨＰエクセランＴＰＣ

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) (1) 体外循環型(ﾘｻﾞｰﾊﾞｰ機能あり) ① 一般用

¥142,000

22500BZX00173000

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 ① 一般用

¥154,000

22500BZX00173000

127 人工心肺回路 (6) 個別機能品 ③ ﾊｰﾄﾞｼｪﾙ静脈ﾘｻﾞｰﾊﾞｰ

¥35,100

22500BZX00174000

４．０／５．０キャニュレイテッドスクリューセット

株式会社日本ユニテック

063 固定用内副子用ﾜｯｼｬｰ､ﾅｯﾄ類 (1) ﾜｯｼｬｰ(Ⅰ)

22500BZX00174000
22500BZX00179000

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)
Ｓｎａｐｆｉｔバイポーラシステム

株式会社エム・エム・ティー

22500BZX00179000

¥136,000
¥45,300

¥2,860
¥19,000

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

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

¥127,000

225AABZX00039000

トロッカーカテーテル ２ルーメンタイプ

秋田住友ベーク株式会社

025 套管針ｶﾃｰﾃﾙ (2) ﾀﾞﾌﾞﾙﾙｰﾒﾝ

225AABZX00039000

トロッカーカテーテル ２ルーメンタイプ

秋田住友ベーク株式会社

025 套管針ｶﾃｰﾃﾙ (2) ﾀﾞﾌﾞﾙﾙｰﾒﾝ

225ABBZX00055000

ＴＴＰ Ｊチューブキット

ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社

037 交換用胃瘻ｶﾃｰﾃﾙ (2) 小腸留置型

225AFBZX00022000

スケータードレナージカテーテルセット

スーガン株式会社

¥2,660
¥2,660
¥16,300

025 套管針ｶﾃｰﾃﾙ (1) ｼﾝｸﾞﾙﾙｰﾒﾝ ① 標準型

¥2,000

225AFBZX00022000

025 套管針ｶﾃｰﾃﾙ (1) ｼﾝｸﾞﾙﾙｰﾒﾝ ② 細径穿刺針型

¥5,100

225AFBZX00022000

031 腎瘻又は膀胱瘻用ｶﾃｰﾃﾙ及びｶﾃｰﾃﾙｾｯﾄ (1) 腎瘻用ｶﾃｰﾃﾙ ② ﾋﾟｯｸﾞﾃｲﾙ型

¥5,710

225AFBZX00022000

031 腎瘻又は膀胱瘻用ｶﾃｰﾃﾙ及びｶﾃｰﾃﾙｾｯﾄ (2) 膀胱瘻用ｶﾃｰﾃﾙ

225AFBZX00022000

033 経皮的又は経内視鏡的胆管等ﾄﾞﾚﾅｰｼﾞ用ｶﾃｰﾃﾙｾｯﾄ (1) ﾜﾝｽﾃｯﾌﾟ法･ﾀﾞｲﾚｸﾄ法ｾｯﾄ

¥11,100

225AFBZX00022000

033 経皮的又は経内視鏡的胆管等ﾄﾞﾚﾅｰｼﾞ用ｶﾃｰﾃﾙｾｯﾄ (2) ﾂｰｽﾃｯﾌﾟ法･内外瘻法ｾｯﾄ

¥16,900

225AFBZX00022000

033 経皮的又は経内視鏡的胆管等ﾄﾞﾚﾅｰｼﾞ用ｶﾃｰﾃﾙｾｯﾄ (3) 外筒法ｾｯﾄ

¥13,500

225AFBZX00022000

033 経皮的又は経内視鏡的胆管等ﾄﾞﾚﾅｰｼﾞ用ｶﾃｰﾃﾙｾｯﾄ (5) 追加･交換用ｾｯﾄ

¥10,100
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¥3,710

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5月1日
薬事法承認番号
225AFBZX00018000

販売名
ジーシー デンタルエックスレイ ＤＸ－Ⅱ

保険適用希望者

特定診療報酬算定医療機器の区分

株式会社ジーシー

デンタルＸ線撮影装置

225AFBZX00018000

歯科エックス線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25年5月1日
薬事法承認番号
224AKBZX00028000

販売名
ベルテックス キャスタバリア

保険適用希望者

決定機能区分

白水貿易株式会社

043 義歯床用ｱｸﾘﾘｯｸ即時硬化樹脂(粉末)

224AKBZX00028000

044 義歯床用ｱｸﾘﾘｯｸ即時硬化樹脂(液)

償還価格
(円)
1g\28
1mL\19

225ACBZX00014000

デントクラフト ファインフロー

株式会社ヨシダ

049 歯科充填用材料 Ⅰ

1g\704

225AKBZX00024000

デントクラフト ゴールドスクリューポスト

株式会社ヨシダ

057 ｽｸﾘｭｰﾎﾟｽﾄ 支台築造用

1本\61
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