
承認番号または認証番号 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

21600BZG00005000 リチャードウルフ ピエゾリス３０００ リチャードウルフ株式会社 体外式衝撃波結石破砕装置（Ⅲ）

22600BZI00018000 クリーンエア ＡＳＴＲＡＬ レスメド株式会社 在宅人工呼吸器（Ｉ）

22600BZI00018000 人工呼吸器

22600BZX00258000 ＡＣＣＵＬＯＣゴールドマーカ 東洋メディック株式会社 経皮病変識別マーカ

22600BZX00457000 バイタルサインテレメータ ＧＺ－１３０Ｐ 日本光電工業株式会社 モニタ

22600BZX00459000 マイクロニードル ポート 日本コヴィディエン株式会社 植込型医薬品注入器

22600BZX00507000 テクニス トーリック オプティブルー ｉＴｅｃ エイエムオー・ジャパン株式会社 挿入器付後房レンズ

22600BZX00508000 テクニス トーリック オプティブルー エイエムオー・ジャパン株式会社 後房レンズ

22600BZX00511000 麻酔ワークステーション・Ｌｅｏｎ ｐｌｕｓ 日本光電工業株式会社 麻酔器（Ⅱ）

226AABZX00156000 コンビネーション刺激装置 EU-910 伊藤超短波株式会社 低周波治療器

226AABZX00156000 超音波治療器

226AABZX00157000 ＳＯＭＡＴＯＭ スコープ パワー ＲＴ Ｐｒｏ ｅｄｉtion シーメンス・ジャパン株式会社 ＣＴ撮影装置

226AABZX00175000 電子内視鏡 ＥＣ－Ｌ６００ＺＰ 富士フイルム株式会社 内視鏡

226AABZX00176000 電子内視鏡 ＥＧ－Ｌ６００ＺＷ 富士フイルム株式会社 内視鏡

226AABZX00177000 超音波内視鏡 ＥＧ－５８０ＵＲ 富士フイルム株式会社 内視鏡

226ABBZX00155000 汎用超音波画像診断装置 Ｖｉｖid Ｓ７０ ＧＥヘルスケア・ジャパン株式会社 超音波検査装置（Ⅱ）

226ABBZX00151000 腎盂尿管ビデオスコープ ＯＬＹＭＰＵＳ ＵＲＦ－Ｙ００１０ オリンパスメディカルシステムズ株式会社 内視鏡

226ABBZX00152000 胆道ビデオスコープ ＯＬＹＭＰＵＳ ＣＨＦ－Ｙ００１２ オリンパスメディカルシステムズ株式会社 内視鏡

226ACBZX00055000 回診用Ｘ線装置 ＭｏｂｉｌｅＤｉａｇｎｏｓｔ ｗＤＲ 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

226ADBZX00206000 フダック－７ 株式会社フクダ産業 電子スパイロメータ

226ADBZX00206000 呼吸流量計

226ADBZX00206000 呼気ガス分析装置

226ADBZX00206000 基礎代謝測定装置

226ADBZX00206000 パルスオキシメータ

226ADBZX00208000 超音波画像診断装置 ＶＩＳＩＱ 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）

226ADBZX00216000 末梢骨ＱＣＴ装置 ＸｔｒｅｍｅＣＴⅡ 東洋メディック株式会社 X線骨密度測定装置（Ⅰ）

226ADBZX00219000 ケアサンソ Ｅｃｌｉｐｓｅ チャートジャパン株式会社 酸素供給装置（Ⅰ）

226ADBZX00219000 酸素供給調節器

226ADBZX00226000 パセラ ＶＳ－２０００シリーズ フクダ電子株式会社 心電計（Ⅱ）

226AGBZX00096000 １２誘導防水ホルター心電計 Ｋｅｎｚ Ｃａｒｄｙ １２０１ 株式会社スズケン ホルタ心電計

226AHBZX00030000 Ｏ２フレッシュ－５Ｇ 日本特殊陶業株式会社 酸素供給装置（Ⅰ）

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２７年０１月０１日
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承認番号または認証
番号

販売名 保険適用希望者 決定機能区分
償還価格

(円)
13B1X00239000004 レメイト レミルズ静脈弁カッター レメイト・バスキュラー合同会社 133 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ (14) 静脈弁ｶｯﾀｰ ① 切開径固定型 ¥24,300

20100BZZ00666000 フィジオショルダーシステム 京セラメディカル株式会社 059 ｵﾌﾟｼｮﾝ部品 (5) 人工肩関節再置換用ｽﾃﾑﾍｯﾄﾞ ¥179,000

21400BZZ00376000 ガイディングカテーテル２ ロードマスターＴＨ 株式会社グッドマン 132 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ (2) 腹部四肢末梢用 ¥22,600

218AIBZX00059000 コンファ ウロシステム 株式会社エフスリィー 010 在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙｶﾃｰﾃﾙ (2) 2管一般 (Ⅱ) ¥664

218AIBZX00059000 010 在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙｶﾃｰﾃﾙ (5) 特定 (Ⅱ) ¥2,130

222AIBZX00006000 コンファ ウロシステム Ⅱ 株式会社エフスリィー 010 在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙｶﾃｰﾃﾙ (2) 2管一般 (Ⅱ) ¥664

222AIBZX00006000 010 在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙｶﾃｰﾃﾙ (5) 特定 (Ⅱ) ¥2,130

22400BZX00067A03 ＰＴＡカテーテルＨ４ 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 ¥72,500

22400BZX00290000 ＦＩＮＥ人工膝関節 （ＣＲＦ－ＣｏＣ） ナカシマメディカル株式会社 058 人工膝関節用材料 (3) 膝蓋骨材料 ① 膝蓋骨置換用材料 (Ⅰ) ¥38,400

22600BZI00017000 ウルゴチュール アブソーブ ボーダー 日東電工株式会社 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

22600BZI00017000 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

22600BZI00017000 012 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

22600BZI00019000 マイトロフロー バルサルバ コンデュイット 日本ライフライン株式会社 134 人工血管 (1) 永久留置型 ① 大血管用 ｱ 分岐なし ⅰ 標準型 ¥129,000

22600BZX00244000 ＳＬＩＭＰＬＩＣＩＴＹ Ｃｅｒｖｉｃａｌ Ｐｌａｔｅ システム ミズホ株式会社 064 脊椎固定用材料 (2) 脊椎ﾌﾟﾚｰﾄ (S) ① 標準型 ¥39,500

22600BZX00244000 064 脊椎固定用材料 (5) 脊椎ｽｸﾘｭｰ (固定型) ¥76,400

22600BZX00308000 ＨＴＳ頭蓋プレート固定システム ＨＯＹＡ Ｔｅｃｈｎｏｓｕｒｇｉｃａｌ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)

¥3,390

22600BZX00308000 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

¥13,300

22600BZX00308000 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 ﾒｯｼｭ型

¥75,600

22600BZX00308000 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 ¥16,900

22600BZX00384000 ＤＶＲ ｅＰＡＫシステム バイオメット・ジャパン合同会社 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 ¥6,160

22600BZX00384000 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) ① 標準型 ¥80,700

22600BZX00432000 メラＦＨＰエクセラン 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 ¥134,000

22600BZX00432000 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 ¥105,000

22600BZX00432000 127 人工心肺回路 (6) 個別機能品 ⑤ ﾗｲﾝﾌｨﾙﾀｰ ¥18,300

22600BZX00439000 カネカＰＴＡカテーテル ＰＥ－Ｗ６ 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 ｱ 標準型 ¥50,300

22600BZX00443000 Ｔｉユニバーサルロッキングシステム （滅菌） 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) ① 標準型 ¥6,160

22600BZX00443000 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) ① 標準型 ¥80,700

22600BZX00443000 061 固定用内副子 (ﾌﾟﾚｰﾄ) (2) ｽﾄﾚｰﾄﾌﾟﾚｰﾄ (生体用合金Ⅰ･L) ¥28,900

22600BZX00443000 061 固定用内副子 (ﾌﾟﾚｰﾄ) (1) ｽﾄﾚｰﾄﾌﾟﾚｰﾄ (生体用合金Ⅰ･S) ¥20,400

22600BZX00449000 ウルトラテープ スミス・アンド・ネフュー エンドスコピー株式会社 077 人工靱帯 (1) 固定器具なし ¥95,500

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２７年０１月０１日
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承認番号または認証
番号

販売名 保険適用希望者 決定機能区分
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(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２７年０１月０１日

22600BZX00462000 Ｘ－ＣＯＲＥ２ ＶBＲ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 ¥164,000

22600BZX00462000 078 人工骨 (2) 専用型 ⑤ 椎体固定用 ｲ その他 ¥326,000

22600BZX00463000 ＧＳ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 (直接固定型) ｲ 特殊型 (Ⅰ) ¥184,000

22600BZX00466000 チタンスカルプレート 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 ｴ 頭蓋骨閉鎖用 ⅰ ﾊﾞｰﾎｰﾙ型 ¥16,900

22600BZX00466000 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

¥13,300

22600BZX00466000 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 ﾒｯｼｭ型

¥75,600

22600BZX00469000 ＳＭＦ ヒップ 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

057 人工股関節用材料 (2) 大腿骨側材料 ① 大腿骨ｽﾃﾑ (直接固定型) ｱ 標準型 ¥502,000

22600BZX00471000 オスピカ ＦＩＮＤＥＲⅡ 平和物産株式会社 114 体外式ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ用ｶﾃｰﾃﾙ電極 (2) 心臓電気生理学的検査機能付加型 ① 標準型 ¥66,200

22600BZX00471000 114 体外式ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ用ｶﾃｰﾃﾙ電極 (2) 心臓電気生理学的検査機能付加型 ② 冠状静
脈洞型

¥92,500

22600BZX00474000 イトレヴィア ７ ＣＲＴ－Ｄ ＰｒｏＭＲＩ 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 ② MRI対応型 ¥4,420,000

22600BZX00475000 イトレヴィア ５ ＣＲＴ－Ｄ ＱＰ 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 (2) 4極用 ① 標準型 ¥4,280,000

22600BZX00476000 イトレヴィア 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) ① 標準型 ¥2,910,000

22600BZX00476000 117 植込型除細動器 (4) 植込型除細動器 (Ⅴ型) ① 標準型 ¥2,940,000

22600BZX00477000 イトレヴィア ５ ＩＣＤ ＤＦ－１ 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) ① 標準型 ¥2,910,000

22600BZX00477000 117 植込型除細動器 (4) 植込型除細動器 (Ⅴ型) ① 標準型 ¥2,940,000

22600BZX00478000 イトレヴィア 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 ① 標準型 ¥4,040,000

22600BZX00479000 ＪＬＬ 食道温モニタリングシステム 日本ライフライン株式会社 114 体外式ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ用ｶﾃｰﾃﾙ電極 (2) 心臓電気生理学的検査機能付加型 ⑥ 温度ｾﾝ
ｻｰ付き

¥90,200

22600BZX00490000 フィジオメッシュ 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 ③ 腹膜欠損用 1㎠当たり\405

22600BZI00497000 エクリス パーフォーム グレノイド バイオジェネシス株式会社 065 人工肩関節用材料 (1) 肩甲骨側材料 ① 標準型 ¥129,000

22600BZX00499000 ニューロサポートプレートシステム 株式会社パイオラックスメディカルデバイス 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 ﾒｯｼｭ型

¥75,600

22600BZX00499000 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

¥13,300

22600BZX00499000 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 ¥16,900

22600BZX00499000 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)

¥3,390

22600BZX00502000 シルバーウェイ ガイドワイヤー 朝日インテック株式会社 012 血管造影用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ (2) 交換用 ¥3,430

22600BZX00502000 012 血管造影用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ (1) 一般用 ¥2,410

22600BZX00504000 プロマス プレミア ＬＶ 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 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 ¥261,000

22600BZX00505000 ＡＬＰＳ フット＆アンクル システム バイオメット・ジャパン合同会社 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) ① 標準型 ¥80,700

226ABBZX00109000 ゼメックス クラッシャーカテーテルＭ ゼオンメディカル株式会社 136 胆道結石除去用ｶﾃｰﾃﾙｾｯﾄ (4) 砕石用ﾊﾞｽｹｯﾄｶﾃｰﾃﾙ ① 全ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙ型 ¥42,600

226ADBZX00221000 カネカ涙道チューブ ＥＹ－Ｎ２ 株式会社カネカ 023 涙液･涙道ｼﾘｺﾝﾁｭｰﾌﾞ ¥18,900
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承認番号または認証
番号

販売名 保険適用希望者 決定機能区分
償還価格

(円)
22600BZX00304000 メドトロニック　Viva CRT-P 日本メドトロニック株式会社 112　ペースメーカー　(9)トリプルチャンバ　（Ⅲ型）②自動調整機能付き ¥1,690,000

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２７年０１月０１日
承認番号または認証番号 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
226AIBZI00002000 ＸＩＯＳ ＸＧ センサー シロナデンタルシステムズ株式会社 歯科エックス線撮影デジタル映像化処理装置

承認番号または認証番号 販売名 保険適用希望者 決定機能区分
償還価格

(円)
21500BZY00174000 アンキロス アバットメント デンツプライＩＨ株式会社 025 暫間装着体 (2) 暫間装着体 (Ⅱ) ¥3,540

21500BZY00174000 027 ｱﾊﾞｯﾄﾒﾝﾄ (4) ｱﾊﾞｯﾄﾒﾝﾄ (Ⅳ) ¥18,600

21500BZY00174000 028 ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ (1) ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ (Ⅰ) ¥11,700

21500BZY00174000 027 ｱﾊﾞｯﾄﾒﾝﾄ (2) ｱﾊﾞｯﾄﾒﾝﾄ (Ⅱ) ¥13,700

21500BZY00174000 028 ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ (2) ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ (Ⅱ) ¥13,500

226AABZX00171000 ＫＺＲ－ＣＡＤ ＨＲ ブロック２ 山本貴金属地金株式会社 058 CAD/CAM冠用材料 1個\4,840

226ACBZX00029A02 アンカーアクリ デンケン・ハイデンタル株式会社 045 義歯床用熱可塑性樹脂 1g\21

226ACBZX00047000 ギンガ ハードタイプ デンケン・ハイデンタル株式会社 012 歯科鋳造用銀合金 第2種 (銀60%以上ｲﾝｼﾞｳﾑ5%以上 JIS適合品) 1g\151

226ACBZX00047A01 イソライト ハードタイプ デンケン・ハイデンタル株式会社 012 歯科鋳造用銀合金 第2種 (銀60%以上ｲﾝｼﾞｳﾑ5%以上 JIS適合品) 1g\151

226ACBZX00053000 ギンガ タイプⅠ デンケン・ハイデンタル株式会社 011 歯科鋳造用銀合金 第1種 (銀60%以上ｲﾝｼﾞｳﾑ5%未満 JIS適合品) 1g\142

226ACBZX00053A01 イソライト タイプⅠ デンケン・ハイデンタル株式会社 011 歯科鋳造用銀合金 第1種 (銀60%以上ｲﾝｼﾞｳﾑ5%未満 JIS適合品) 1g\142

226ACBZX00054000 ギンガ （タイプⅡ） デンケン・ハイデンタル株式会社 012 歯科鋳造用銀合金 第2種 (銀60%以上ｲﾝｼﾞｳﾑ5%以上 JIS適合品) 1g\151

226ACBZX00054A01 イソライト （タイプⅡ） デンケン・ハイデンタル株式会社 012 歯科鋳造用銀合金 第2種 (銀60%以上ｲﾝｼﾞｳﾑ5%以上 JIS適合品) 1g\151

226ACBZX00057000 ギンガ スーパーコアー デンケン・ハイデンタル株式会社 011 歯科鋳造用銀合金 第1種 (銀60%以上ｲﾝｼﾞｳﾑ5%未満 JIS適合品) 1g\142

226ACBZX00053000 イソライト スーパーコア デンケン・ハイデンタル株式会社 011 歯科鋳造用銀合金 第1種 (銀60%以上ｲﾝｼﾞｳﾑ5%未満 JIS適合品) 1g\142

226AKBZX00148000 ジーキャスト 株式会社日本歯科金属 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\1,078

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２７年０１月０１日

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２７年０１月０１日
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