
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０４月０１日
承認番号又は認証番号 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

22600BZX00313000 ハミングビュー 株式会社メトラン 人工呼吸器

226ACBZX00058000 シグナ ＰＥＴ／ＭＲ ＧＥヘルスケア・ジャパン株式会社 ポジトロンＣＴ装置 （Ⅰ）

226ACBZX00058000 ＭＲＩ装置

226ACBZX00058000 ポジトロンＭＲＩ装置

226AFBZX00089000 セントラルステーションモニタ ＭＦ－７６００ トーイツ株式会社 モニタ

22700BZI00006000 デュオリスSD1 カールストルツ・エンドスコピー・ジャパン株式会社 体外衝撃波疼痛治療装置

22700BZX00003000 パラパックプラス スミスメディカルジャパン株式会社 人工呼吸器

22700BZX00064000 ロータス オート チェスト株式会社 在宅人工呼吸器（Ⅲ）

人工呼吸器

227ADBZX00010000 東芝ＭＲＩ Ｖａｎｔａｇｅ Ｔｉｔａｎ ＭＲＴ－１５１０ 東芝メディカルシステムズ株式会社 ＭＲＩ装置

227ADBZX00017000 送信機 ＺＳ－６１０Ｐ 日本光電工業株式会社 モニタ

227ADBZX00018000 送信機 ＺＳ－６２０Ｐ 日本光電工業株式会社 モニタ

227ADBZX00023000 エニィパル ＡＴＰ－０３ フクダ電子株式会社 パルスオキシメータ

227AFBZX00011000 光イメージング脳機能測定装置 Ｓｐｅctratech ＯＥＧ－１６ＭＥ 株式会社スペクトラテック 光トポグラフィー

227AFBZX00018000 アクセラス ｍｉｎｉ 日本シグマックス株式会社 超音波骨折治療器

227AIBZX00007000 マンモマート セレクト シーメンス・ジャパン株式会社 診断用Ｘ線装置
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承認番号又は認証番号 販売名 保険適用希望者 決定機能区分
償還価格

(円)
21400BZZ00477000 マーゲンゾンデＳ 富士システムズ株式会社 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 ¥180

22300BZX00115000 オートＩＤカテーテル ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 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 ① 標準型 ¥66,200

22300BZX00115000 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

22600BZX00160000 オブリークロッキングヒップスクリューシステム ＨＯＹＡ Ｔｅｃｈｎｏｓｕｒｇｉｃａｌ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

22600BZX00160000 062 大腿骨外側固定用内副子 (1) つばなしﾌﾟﾚｰﾄ (生体用合金Ⅰ) ¥53,600

22600BZX00160000 062 大腿骨外側固定用内副子 (3) つばつきﾌﾟﾚｰﾄ (生体用合金Ⅰ) ¥98,100

22600BZX00160000 062 大腿骨外側固定用内副子 (5) ﾗｸﾞｽｸﾘｭｰ (生体用合金Ⅰ) ¥29,200

22600BZX00309000 デカナビ ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 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 ② 冠状静脈洞型 ¥29,200

22600BZX00498000 オスピカ スネア用カテーテル 平和物産株式会社 133 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ (8) 血管内異物除去用ｶﾃｰﾃﾙ ② 大血管用 ¥44,900

22600BZX00510000 ＢＩＯＣＥＲＡＭ ＡＺＵＬヘッド 京セラ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 ③ 大腿骨ｽﾃﾑﾍｯﾄﾞ ｲ 大腿骨ｽﾃﾑﾍｯﾄﾞ (Ⅱ) ¥119,000

22600BZX00535000 ＫＫＳ ネイルシステム プロスパー株式会社 073 髄内釘 (2) 横止めｽｸﾘｭｰ ① 標準型 ¥16,200

22600BZX00535000 073 髄内釘 (1) 髄内釘 ③ 大腿骨頸部型 ¥159,000

22600BZX00535000 073 髄内釘 (2) 横止めｽｸﾘｭｰ ② 大腿骨頸部型 ¥40,200

22600BZX00539000 レプリケア ウルトラ スミス・アンド・ネフュー ウンドマネジメント株式会社 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\10

22600BZX00539000 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\10

22600BZX00539000 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\10

226AIBZX00009000 ユーシン気管切開チューブ 株式会社ユーシンメディカル 003 在宅寝たきり患者処置用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

¥4,460

226AIBZX00009000 003 在宅寝たきり患者処置用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 ⅰ 一重管

¥3,730

226AIBZX00009000 003 在宅寝たきり患者処置用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 ¥4,200

226AIBZX00009000 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

¥4,460

226AIBZX00009000 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 ⅰ 一重
管

¥3,730

226AIBZX00009000 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 ¥4,200

22700BZX00019000 Ｓ－ＬＯＫ システム ミズホ株式会社 064 脊椎固定用材料 (1) 脊椎ﾛｯﾄﾞ ¥44,300

22700BZX00019000 064 脊椎固定用材料 (6) 脊椎ｽｸﾘｭｰ (可動型) ¥104,000

22700BZX00023000 ブレンド－Ｅ ＸＬ セメントカップ 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 ③ ｶｯﾌﾟ･ﾗｲﾅｰ一体型 (間接固定型) ｲ ｶｯﾌﾟ･ﾗｲﾅｰ一体型
(Ⅲ)

¥96,800

22700BZX00046000 ＨＹＢＲＩＸ橈骨遠位端ハイブリッドロッキングプレート ミズホ株式会社 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

22700BZX00046000 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

22700BZX00051000 ＦｌｅｘｉｔＳｙｓｔｅｍ オープンウェッジＨＴＯシステム 株式会社松本医科器械 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

22700BZX00051000 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

22700BZX00052000 ナビクロス テルモ株式会社 133 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ (16) 狭窄部貫通用ｶﾃｰﾃﾙ ¥48,000

22700BZX00053000 ディレクション ハイフロー カテーテルシステム ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 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 ¥32,300

27200BZX00054000 ＣＯＯＫリード抜去システム Ｃｏｏｋ Ｊａｐａｎ株式会社 133 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ (8) 血管内異物除去用ｶﾃｰﾃﾙ ① 細血管用 ¥90,200

27200BZX00054000 133 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ (8) 血管内異物除去用ｶﾃｰﾃﾙ ② 大血管用 ¥44,900

22700BZX00055000 ＶＡ－ＬＣＰ ディスタルヒューメラルプレート ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 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) ① 標準型 ¥80,700

22700BZX00056000 アクアセル Ａｇ ＢＵＲＮ グローブ コンバテックジャパン株式会社 008 皮膚欠損用創傷被覆材 (1) 真皮に至る創傷用 1㎠当たり\7

22700BZX00056000 101 皮膚欠損用創傷被覆材 (1) 真皮に至る創傷用 1㎠当たり\7

22700BZX00056000 012 皮膚欠損用創傷被覆材 (1) 真皮に至る創傷用 1㎠当たり\7

22700BZX00057000 ＬＥＧＩＯＮ オキシニウム ＰＳ ＮＡＲＲＯＷ 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 ② 全置換用材料 (間接固定型) ｲ 特殊型 ¥351,000

22700BZX00058000 058 人工膝関節用材料 (1) 大腿骨側材料 ② 全置換用材料 (間接固定型) ｲ 特殊型 ¥351,000

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２７年０４月０１日

2



承認番号又は認証番号 販売名 保険適用希望者 決定機能区分
償還価格

(円)

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０４月０１日

22700BZX00069000 バイオメット Ｖａｎｇｕａｒｄ ＸＰ 人工膝関節システム バイオメット・ジャパン合同会社 058 人工膝関節用材料 (5) ｲﾝｻｰﾄ (Ⅱ) ¥73,800

22700BZX00069000 058 人工膝関節用材料 (1) 大腿骨側材料 ② 全置換用材料 (間接固定型) ｱ 標準型 ¥257,000

22700BZX00069000 058 人工膝関節用材料 (2) 脛骨側材料 ② 全置換用材料 (間接固定型) ¥154,000

22700BZX00069000 058 人工膝関節用材料 (2) 脛骨側材料 ② 全置換用材料 (間接固定型) ¥154,000

22700BZX00073000 センタス ＰｒｏＭＲＩ ＯＴＷ ＱＰ 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 ｴ 4極 ¥139,000

22700BZX00076000 ＡＬＰＳ スモール フラグメント 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) (1) ｽﾄﾚｰﾄﾌﾟﾚｰﾄ (生体用合金Ⅰ･S) ¥20,400

22700BZX00076000 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

22700BZX00061000 ＶＡ－ＬＣＰ クラビクルプレート ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 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) ① 標準型 ¥80,700

227ABBZX00007000 胆管用ディスポーザブルバルーンダイレータ オリンパスメディカルシステムズ株式会社 136 胆道結石除去用ｶﾃｰﾃﾙｾｯﾄ (2) 経内視鏡ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ ③ 十二指腸乳頭拡張機能付き ¥65,300

227ADBZX00013000 エスアイ・メッシュ アルケア株式会社 009 非固着性ｼﾘｺﾝｶﾞｰｾﾞ (1) 広範囲熱傷用 ¥1,060

227ADBZX00013000 009 非固着性ｼﾘｺﾝｶﾞｰｾﾞ (2) 平坦部位用 ¥139

227ADBZX00013000 103 非固着性ｼﾘｺﾝｶﾞｰｾﾞ (1) 広範囲熱傷用 ¥1,060

227ADBZX00013000 103 非固着性ｼﾘｺﾝｶﾞｰｾﾞ (2) 平坦部位用 ¥139

227ADBZX00013000 013 非固着性ｼﾘｺﾝｶﾞｰｾﾞ (1) 広範囲熱傷用 ¥1,060

227ADBZX00013000 013 非固着性ｼﾘｺﾝｶﾞｰｾﾞ (2) 平坦部位用 ¥139

227ADBZX00024000 スタンダードバルーンＧチューブ 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 (1) 胃留置型 ② ﾊﾞﾙｰﾝ型 ¥8,000
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承認番号又は認証番号 販売名 保険適用希望者 決定機能区分
償還価格

(円)
22600BZX00386000 Alair 気管支サーモプラスティシステム ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 186 気管支手術用カテーテル ¥323,000

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０４月０１日
承認番号又は認証番号 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
226AFBZX00078000 プレビスタ　アイスリーディー 株式会社スマートプラクティスジャパン 歯科ＣＴ撮影装置

226AFBZX00078000 パノラマ断層撮影装置

226AFBZX00078000 歯科パノラマ断層撮影デジタル映像化処理装置

226AFBZX00079000 プレビスタ　アイスリーディー　グリーン 株式会社スマートプラクティスジャパン 歯科ＣＴ撮影装置

226AFBZX00079000 パノラマ断層撮影装置

226AFBZX00079000 歯科パノラマ断層撮影デジタル映像化処理装置

226AFBZX00132000 プレビスタ　アイツーディー 株式会社スマートプラクティスジャパン 歯科パノラマ断層撮影デジタル映像化処理装置

承認番号又は認証番号 販売名 保険適用希望者 決定機能区分
償還価格

(円)
223AKBZX00066000 ジーシー インプラント ＭＳ Ⅱ 株式会社ジーシー 028 ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ (1) ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ (Ⅰ) ¥11,700

22600BZX00176000 ジーシー スクリュー インプラント Ｒｅ Ⅸ ＩＮ 株式会社ジーシー 027 ｱﾊﾞｯﾄﾒﾝﾄ (4) ｱﾊﾞｯﾄﾒﾝﾄ (Ⅳ) ¥18,600

22600BZX00177000 ジーシー スクリュー インプラント Ｒｅ Ⅸ ＥＸ 株式会社ジーシー 027 ｱﾊﾞｯﾄﾒﾝﾄ (4) ｱﾊﾞｯﾄﾒﾝﾄ (Ⅳ) ¥18,600

226AFBZX00149000 ベレッツァ ハイブリッドブロック 株式会社ニッシン 058 CAD/CAM冠用材料 1個\4,840

227ACBZX00007000 ハイ ： リューム デンケン・ハイデンタル株式会社 017 歯科鋳造用ﾆｯｹﾙｸﾛﾑ合金 鉤･ﾊﾞｰ用 1g\25

227ACBZX00009000 コバルトワイヤー デンケン・ハイデンタル株式会社 021 歯科用ｺﾊﾞﾙﾄｸﾛﾑ合金線 鉤用 (JIS適合品) 1㎝\13

227ACBZX00009000 023 歯科用ｽﾃﾝﾚｽ鋼線 鉤用 (JIS適合品) 1㎝\9

227ACBZX00009A01 ＣＮコバルトクラスプ線 デンケン・ハイデンタル株式会社 021 歯科用ｺﾊﾞﾙﾄｸﾛﾑ合金線 鉤用 (JIS適合品) 1㎝\13

227ACBZX00009A01 023 歯科用ｺﾊﾞﾙﾄｸﾛﾑ合金線 鉤用 (JIS適合品) 1㎝\13

227ACBZX00010000 ポリ ： ファスト デンケン・ハイデンタル株式会社 043 義歯床用ｱｸﾘﾘｯｸ即時硬化樹脂 (粉末) 1g\28

227ACBZX00010000 044 義歯床用ｱｸﾘﾘｯｸ即時硬化樹脂 (液) 1mL\19

227AFBZX00010000 Ｚナノ フィード株式会社 049 歯科充填用材料 Ⅰ (1) 複合ﾚｼﾞﾝ系 1g\724

227AFBZX00009000 Ｚナノ フロー フィード株式会社 049 歯科充填用材料 Ⅰ (1) 複合ﾚｼﾞﾝ系 1g\724

227AGBZX00001000 バリオリンク エステティック ｌｖｏｃｌａｒ Ｖｉｖａｄｅｎｔ株式会社 046 歯科用合着･接着材料Ⅰ (粉末･液) (1) ﾚｼﾞﾝ系 1g\453

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27年4月1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０４月０１日
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