
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6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

21900BZX00419000 スマートウォッチＰＭＰ－３００ パシフィックメディコ株式会社 終夜睡眠診断装置（Ⅱ）

22500BZX00065000 半導体レーザー装置ＩＱ８１０ 株式会社トーメーコーポレーション 眼科用光凝固装置

22500BZX00141000 ナイオックス マイノ チェスト株式会社 呼気ガス分析装置

22500BZX00181000 メデュマット・トランスポート 株式会社ワコー商事 人工呼吸器

22500BZX00190000 コンパクト生体情報モニタ ＩｎｔｅｌｌｉＶｕｅ 株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン モニタ

22500BZX00198000 イーピーワークメイトシステムＳ セント・ジュード・メディカル株式会社 心臓カテーテル検査装置

225AABZX00061000 パルスオキシメータ ＰＵＬＳＯＸ－Ｌｉｔｅ コニカミノルタ株式会社 パスルオキシメータ

225AABZX00062000 パルスオキシメータ ＰＵＬＳＯＸ－１ コニカミノルタ株式会社 パスルオキシメータ

225AABZX00062A01 パルスオキシメータ ＰＵＬＳＯＸ－Ａ コニカミノルタ株式会社 パスルオキシメータ

225AABZX00064000 酸素飽和度モニタ ＰＵＬＳＯＸ－２ コニカミノルタ株式会社 パスルオキシメータ

225AABZX00065000 酸素飽和度モニタ ＰＵＬＳＯＸ－３００ コニカミノルタ株式会社 パスルオキシメータ

225AABZX00065A01 酸素飽和度モニタ ＰＵＬＳＯＸ－Ｍｅ コニカミノルタ株式会社 パスルオキシメータ

225AABZX00066000 酸素飽和度モニタ ＰＵＬＳＯＸ－３００ｉ コニカミノルタ株式会社 パスルオキシメータ

225AABZX00066A01 酸素飽和度モニタ ＰＵＬＳＯＸ－Ｍｅ３００ コニカミノルタ株式会社 パスルオキシメータ

225AABZX00069000 電子内視鏡 ＥＧ－５８０ＮＷ２ 富士フイルム株式会社 内視鏡

225AABZX00074000 カラー超音波診断装置 ＳＯＮＩＭＡＧＥ ５１３ コニカミノルタ株式会社 超音波検査装置（Ⅱ）

225AABZX00075000 カラー超音波診断装置 ＳＯＮＩＭＡＧＥ ６１３ コニカミノルタ株式会社 超音波検査装置（Ⅱ）

225ABBZX00079000 十二指腸ビデオスコープ ＯＬＹＭＰＵＳ ＴＪＦ ＴＹＰＥ Ｙ００２６ オリンパスメディカルシステムズ株式会社 内視鏡

225ABBZX00083000 大腸ビデオスコープ ＯＬＹＭＰＵＳ ＰＣＦ ＴＹＰＥ Ｙ００４９ 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

225ABBZX00086000 デジタルラジオグラフィ ＣＸＤＩ－８０１Ｇ Ｗｉｒeless キヤノン株式会社 デジタル撮影装置

225ABBZX00087000 デジタルラジオグラフィ ＣＸＤＩ－８０１Ｃ Ｗｉｒeless キヤノン株式会社 デジタル撮影装置

225ABBZX00093000 多用途細径ビデオスコープ ＯＬＹＭＰＵＳ ＣＨＦ－Ｙ０００９ オリンパスメディカルシステムズ株式会社 内視鏡

225ADBZX00015000 クリーンサンソ ＦＨ－１００／５Ｌ フクダ電子株式会社 酸素供給装置（Ⅰ）

225ADBZX00049000 Ｄ－ＳＰＥＣＴ カーディアック スキャナー システム 日本バイオセンサーズ株式会社 エミッションＣＴ装置

225ADBZX00056000 ＳＪＭ 血管内圧測定システム セント・ジュード・メディカル株式会社 電子観血血圧計

225AKBZX00030000 ３Ｄ ＴＩＰＣＡＭ １ ビデオテレスコープ エム・ジー・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)
21900BZX01133A01 ヴォルタ １ＣＲ 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) ¥926,000

21900BZX01134A01 ヴォルタ １ＣＴ 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) ¥926,000

22000BZX01198A01 セレリティー 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

22200BZX00750A01 ヴォルタ ２ＣＴ 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) ¥926,000

22200BZX00751A01 ヴォルタ ２ＣＲ 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) ¥926,000

222AABZX00219000 ジェイフィード栄養カテーテル 株式会社ジェイ・エム・エス 006 在宅寝たきり患者処置用栄養用ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙｶﾃｰﾃﾙ (1) 経鼻用 ① 一般用 ¥175

222AABZX00219000 006 在宅寝たきり患者処置用栄養用ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙｶﾃｰﾃﾙ (1) 経鼻用 ② 乳幼児用 ｲ 非DEHP型 ¥140

22300BZX00240A01 ヴォルタ １ＣＲ ６０ 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) ¥926,000

22400BZX00067A01 Ｍａｋａｉｒａ ＰＴＡ カテーテル 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 ¥81,000

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 (3) 心筋保護回路 ¥20,600

22400BZX00076000 127 人工心肺回路 (6) 個別機能品 ⑧ 熱交換器 ¥16,800

22400BZX00148000 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 058 人工膝関節用材料 (3) 膝蓋骨材料 ③ 膝蓋骨置換用材料(Ⅲ) ¥52,700

22400BZX00148000 058 人工膝関節用材料 (5) ｲﾝｻｰﾄ(Ⅱ) ¥77,400

22400BZX00218A01 セレリティー ２Ｄ 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

22400BZX00516000 カワスミ Ｎajuta 胸部ステントグラフトシステム 川澄化学工業株式会社 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) ¥1,620,000

22400BZX00516000 146 大動脈用ｽﾃﾝﾄｸﾞﾗﾌﾄ (4) 胸部大動脈用ｽﾃﾝﾄｸﾞﾗﾌﾄ(補助部分) ¥286,000

22400BZZ00001000 ポリエステル製布 松田医科工業株式会社 099 組織代用人工繊維布 (5) ﾌﾟﾚｼﾞｪｯﾄ･ﾁｭｰﾌﾞ ¥216

22400BZZ00002000 四フッ化エチレン 樹脂製布 松田医科工業株式会社 099 組織代用人工繊維布 (5) ﾌﾟﾚｼﾞｪｯﾄ･ﾁｭｰﾌﾞ ¥216

224AABZX00164000 Ｍallinckrodt気管チューブ コヴィディエン ジャパン株式会社 027 気管内ﾁｭｰﾌﾞ (1) ｶﾌあり ② ｶﾌ上部吸引機能なし ｱ 標準型 ¥694

22500BZI00010000 コングルエント ボーン プレート システム ＬＥ 日本メディカルネクスト株式会社 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

22500BZX00038000 リストレーション 寛骨臼ウェッジオーギュメント 日本ストライカー株式会社 078 人工骨 (3) 特殊型 ¥195,000

22500BZX00067000 ＭＦ創外固定用ピン 風間精機株式会社 076 固定用金属ﾋﾟﾝ (1) 創外固定器用 ① 標準型 ¥41,000

22500BZX00067000 076 固定用金属ﾋﾟﾝ (1) 創外固定器用 ② 抗緊張ﾋﾟﾝ ｱ 一般型 ¥14,400

22500BZX00067000 076 固定用金属ﾋﾟﾝ (1) 創外固定器用 ② 抗緊張ﾋﾟﾝ ｲ 特殊型 ¥28,000

22500BZX00099000 コーンスクリューシステム ＫｉＳＣＯ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 ⅰ 大腿骨
頸部用

¥108,000

22500BZX00134000 ＶＥＲＴＥＸ ＳＥＬＥＣＴ Ｔａｐered ロッド Ｔｉ 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 (1) 脊椎ﾛｯﾄﾞ ¥45,300

22500BZX00135000 ＶＥＲＴＥＸ ＳＥＬＥＣＴ Ｔａｐered ロッド ＣＣＭ 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 (1) 脊椎ﾛｯﾄﾞ ¥45,300

22500BZX00148000 Ａｒｄｉｓ ＰＥＥＫ ケージ ジンマー株式会社 078 人工骨 (2) 専用型 ⑤ 椎体固定用 ｱ 1椎体用 ¥174,000

22500BZX00152000 ＳＱＲＵＭ ＨＡシエル 京セラ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

22500BZX00164000 ＡＴＴＵＮＥ ＰＳ 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 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

22500BZX00184000 ＰＥＥＫ スウィヴロック 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

22500BZX00189000 ＺＹＳＴＯＮ ストレートスペーサー 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

22500BZX00193000 ＨＥＡＬＩＣＯＩＬ スーチャーアンカー スミス・アンド・ネフュー エンドスコピー株式会社 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

22500BZX00194000 ＳＭＡＲＴ ＣＯＮＴＲＯＬ ステント 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 (2) 末梢血管用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ ① 一般型 ¥210,000

22500BZX00195000 ＳＭＡＲＴ ステント 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 (2) 末梢血管用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ ① 一般型 ¥210,000

22500BZX00197000 ＣｏＲｏｅｎｔ ＸＬ ＰＥＥＫケージシステム 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

22500BZX00199000 Ｓｙｎａｐｓｅ４．０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

22500BZX00199000 064 脊椎固定用材料 (2) 脊椎ﾌﾟﾚｰﾄ(S) ¥40,000

22500BZX00199000 064 脊椎固定用材料 (6) 脊椎ｽｸﾘｭｰ(可動型) ¥103,000

22500BZX00199000 064 脊椎固定用材料 (7) 脊椎ｺﾈｸﾀｰ ¥46,400

22500BZX00199000 064 脊椎固定用材料 (8) ﾄﾗﾝｽﾊﾞｰｽ固定器 ¥66,500

22500BZX00204000 シュナイダーケージ ジンマー株式会社 059 ｵﾌﾟｼｮﾝ部品 (1) 人工股関節用部品 ② ｶｯﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ ¥25,500

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6月1日
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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)
22400BZX00516000 カワスミＮａｊｕｔａ胸部ステントグラフトシステム 川澄化学工業株式会社 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) ¥1,620,000

22400BZX00362000 カネカエクスチェンジデバイスCO-N１ 株式会社カネカ 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 (1) 一般用 ¥19,100

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 (1) ｼﾝｸﾞﾙﾁｬﾝﾊﾞ ¥733,000

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 (1) ｼﾝｸﾞﾙﾁｬﾝﾊﾞ ¥733,000

22500BZX00068000 Ｅｘｃｅｅｄ ＡＢＴ Ｅ１ セメンテッドカップ 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 ③ ｶｯﾌﾟ･ﾗｲﾅｰ一体型(Ⅱ) ¥87,900

22500BZX00071000 X３ リムフィットカップ 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 ③ ｶｯﾌﾟ･ﾗｲﾅｰ一体型(Ⅱ) ¥87,900

「カワスミＮａｊｕｔａ胸部ステントグラフトシステム」の留意事項

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6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

225AGBZX00023000 パソラマ ＣＲ 歯科エックス線撮影デジタル映像化処理装置

225AGBZX00023000 歯科パノラマ断層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)
21800BZG10016000 ３i セルフタッピング インプラントシステム 滅菌品 バイオメット３iジャパン株式会社 028 ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ (1) ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ (Ⅰ) ¥11,400

225AFBZX00025000 ＳＳコバルト 有限会社齋藤歯研工業所 020 歯科鋳造用ｺﾊﾞﾙﾄｸﾛﾑ合金 鉤･ﾊﾞｰ用 1g\25

225AGBZX00026000 シャイン Ｍ セラミックブラケット 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 1個\286

225AKBZX00043000 ジーシー リンクエース 株式会社ジーシー 046 歯科用合着･接着材料Ⅰ(粉末･液) 1g\441

225ALBZX00001000 イシフク キンパラＧ１２ 石福金属興業株式会社 006 歯科鋳造用金銀ﾊﾟﾗｼﾞｳﾑ合金(金12%以上 JIS適合品) 1g\1,052

225ALBZX00001A01 クリンデント・ニューパラゴールド １２ 石福金属興業株式会社 006 歯科鋳造用金銀ﾊﾟﾗｼﾞｳﾑ合金(金12%以上 JIS適合品) 1g\1,052

225ALBZX00001A02 モリタ 金パラ Ｎｉｃｅ１２ 石福金属興業株式会社 006 歯科鋳造用金銀ﾊﾟﾗｼﾞｳﾑ合金(金12%以上 JIS適合品) 1g\1,052

225ALBZX00009000 プラトン 補綴用コンポーネントⅡ 株式会社プラトンジャパン 029 ｼﾘﾝﾀﾞｰ ¥7,890

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6月1日

本品は、ステントグラフト内挿に際して、腕頭動脈、左総頸動脈、左鎖骨下動脈等の主要血管分岐部を含む部位に使用した場合に限り算定できる。

株式会社パノラミックジャパンコーポレーション

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6月1日
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