
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５月１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

21400BZZ00347000 耳鼻科用Ｘ線撮影装置 T-FOCUS100 株式会社ティーアンドエス 診断用Ｘ線装置

21600BZZ00390000 回診用Ｘ線撮影装置 Ｔ－ＷＡＬＫＥＲα 株式会社ティーアンドエス 診断用Ｘ線装置

220ALBZX00065000 耳鼻科用デジタルＸ線撮影装置 T-FOCUS ＧＤＲ 株式会社ティーアンドエス 診断用Ｘ線装置

22500BZI00023000 ポータブル人工呼吸器 Ｆｌｉｇｈｔ60 パシフィックメディコ株式会社 在宅人工呼吸器（Ⅰ）

22500BZI00023000 人工呼吸器

22600BZI00022000 メデュマット・イージー・ＣＰＲ 株式会社ワコー商事 人工呼吸器

22600BZX00433000 経腸栄養ポンプ Ａｍｉｋａ フレゼニウスカービジャパン株式会社 注入ポンプ（Ⅲ）

226AABZX00168000 マイクロ波治療器 ＭＥ－９１５０ オージー技研株式会社 高周波治療器

226AABZX00169000 マイクロ波治療器 ＭＥ－９２５０ オージー技研株式会社 高周波治療器

226AGBZX00105000 デナリ ユビックス株式会社 モニタ

226AIBZX00055000 デュランタ 株式会社イメージ ワン モニタ

226AOBZX00001000 シグマ ５ＤＦ プラス 大正医科器械株式会社 モニタ

22700BZI00007000 ＺＯＬＬ ＡＥＤ Ｐｒｏ マニュアルモード無し 半自動除細動器 旭化成ゾールメディカル株式会社 除細動器

22700BZX00045000 ネルコアレスピラトリーモニタ ＰＭ１０００Ｎ コヴィディエンジャパン株式会社 パルスオキシメータ

22700BZX00112000 ｄａ Ｖｉｎｃｉ Ｘｉ サージカルシステム インテュイティブサージカル合同会社 手術用ロボット手術ユニット

22700BZX00074000 呼気ＣＯモニター フィンガルリンク株式会社 呼気ガス分析装置

227AABZX00008000 ＭＡＧＮＥＴＯＭ アミラ シーメンス・ジャパン株式会社 ＭＲＩ装置

227ABBZX00027000 移動型Ｘ線装置 Ｓｉｒｉｕｓ Ｓｔａｒｍｏｂｉｌｅ ｔｉａｒａ ｋ 株式会社日立メディコ 診断用Ｘ線装置

227ACBZX00011000 シグナ Ｐｉｏｎｅｅｒ ＧＥヘルスケア・ジャパン株式会社 ＭＲＩ装置

227ADBZI00027000 ニコレーワン ガデリウス・メディカル株式会社 脳波計

227ADBZX00038000 ＤＷＬ ドップラー ボックス ガデリウス・メディカル株式会社 超音波血流計

227ADBZX00045000 リードポイント フォーカス 日本メドトロニック株式会社 筋電計（Ⅰ）

227ADBZX00052000 東芝スキャナ Ａｑｕｉｌｉｏｎ Ｌｉｇｈｔｎｉｎｇ ＴＳＸ－０３５Ａ 東芝メディカルシステムズ株式会社 ＣＴ撮影装置

227AFBZX00027000 肺機能検査システム ＣＨＥＳＴＡＣ－９９００ チェスト株式会社 電子スパイロメータ

227AFBZX00027000 基礎代謝測定装置

227AIBZX00012000 ほっとパル タフネス チェスト株式会社 パルスオキシメータ

227AIBZX00013000 パルスオキシメータ ＭＤ３００Ｃ３１６ チェスト株式会社 パルスオキシメータ

227AIBZX00014000 ほっとパル トーキング チェスト株式会社 パルスオキシメータ

227AKBZX00021000 トリンプルＬＥＤ 株式会社吉田製作所 光線治療器（Ⅰ）

227AKBZX00023000 ３Ｄ ＴＩＰＣＡＭ １ ＳＰＩＥＳ ビデオテレスコープ エム・シー・メディカル株式会社 内視鏡
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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)
16100BZZ00636000 ヘパリン人工心肺回路 川澄化学工業株式会社 127 人工心肺回路 (6) 個別機能品 ⑥ 回路洗浄用ﾌｨﾙﾀｰ ¥4,830

16100BZZ00636000 127 人工心肺回路 (6) 個別機能品 ⑦ 血液学的ﾊﾟﾗﾒｰﾀｰ測定用ｾﾙ ｱ 標準型 ¥12,900

16100BZZ00636000 127 人工心肺回路 (6) 個別機能品 ⑨ 安全弁 ¥5,480

16200BZZ00265000 クラウンジュンパッチ 株式会社河野製作所 099 組織代用人工繊維布 (1) 心血管系用 ③ 心血管修復ﾊﾟｯﾁ 1㎠当たり\1,320

22600BZX00322000 イフォリア ７ ＩＣＤ ＰｒｏMRI バイオトロニックジャパン株式会社 117 植込型除細動器 (4) 植込型除細動器 (Ⅴ型) ② MRI対応型 ¥3,300,000

22600BZX00540000 トライアスロン トライタニウム 膝蓋骨コンポーネント 日本ストライカー株式会社 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) ¥49,700

226AABZX00179000 ＣＯＯＫ 経鼻胆膵管ドレナージセット Ｃｏｏｋ Ｊａｐａｎ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 (5) 追加･交換用ｾｯﾄ ¥9,470

22700BZX00041000 Ｍａｉｎｓｔａｙステム 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 ① 大腿骨ｽﾃﾑ (直接固定型) ｱ 標準型 ¥424,000

22700BZX00043000 ＴＯＴＡＬ ａｃｒｏｓｓ貫通カテーテル 日本メドトロニック株式会社 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

22700BZX00048000 ＡＳＳＵＲＡＮＴ ＣＯＢＡＬＴ ステント 日本メドトロニック株式会社 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 ¥188,000

22700BZX00050000 ＮＣ Ｅｕｐｈｏｒａ ＰＴＣＡ バルーンカテーテル 日本メドトロニック株式会社 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 ¥67,300

22700BZX00071000 アテイン パフォーマＳリード 日本メドトロニック株式会社 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

22700BZX00078000 テルモマイクロカテーテル テルモ・クリニカルサプライ株式会社 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 ① 選択的ｱﾌﾟﾛｰﾁ型 ｱ ﾌﾞﾚｰﾄﾞあり ¥44,000

22700BZX00082000 ＦｌｅｘｉｔＳｙｓｔｅｍ クローズドウェッジプレート 株式会社松本医科器械 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

22700BZX00086000 ＴＥＳネイルシステム 株式会社ホムズ技研 073 髄内釘 (1) 髄内釘 ③ 大腿骨頸部型 ¥159,000

22700BZX00086000 073 髄内釘 (2) 横止めｽｸﾘｭｰ ② 大腿骨頸部型 ¥40,200

22700BZX00089000 デタッチャブルコイルシステム ＧＤＭ０１ 株式会社グッドマン 133 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ (11) 塞栓用ｺｲﾙ ① ｺｲﾙ ｴ 水圧式･ﾜｲﾔｰ式ﾃﾞﾀｯﾁｬﾌﾞﾙ型 ¥119,000

22700BZX00090000 ＴＭＰ マイクロカテーテルⅢ 株式会社東海メディカルプロダクツ 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 ① 選択的ｱﾌﾟﾛｰﾁ型 ｱ ﾌﾞﾚｰﾄﾞあり ¥44,000

22700BZX00090000 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 ¥58,200

22700BZX00094000 ピナクル Ｇｒｉｐｔｉｏｎ 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 ① 臼蓋形成用ｶｯﾌﾟ (直接固定型) ｲ 特殊型 (Ⅰ) ¥184,000

22700BZX00094000 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) ¥12,800

22700BZX00098000 ＮＣＢ ストレートナローシャフトプレート ジンマー株式会社 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

22700BZX00102000 ＳＴ Ｆ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) ¥3,390

22700BZX00102000 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

22700BZX00104000 Ｙ－Ｋｎｏｔフレックスオールスーチャーアンカー 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 ⅱ ｽｰﾁｬｰｱﾝｶｰ型 (その他) ¥35,200

22700BZX00107000 シグマ ＰＳ 大腿骨コンポーネント 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 (間接固定型) ｱ 標準型 ¥257,000

22700BZX00110000 コンプリヘンシブ ショルダー フラクチャー ＰＰＳ ステム バイオメット･ジャパン合同会社 065 人工肩関節用材料 (2) 上腕骨側材料 ① 標準型 ¥489,000

227ABBZX00005000 ソフカール テコフレックスステント オリンパスメディカルシステムズ株式会社 035 尿管ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ (1) 一般型 ② 異物付着防止型 ¥24,800

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５月１日
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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５月１日

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
暫定価格

(円)
22600BZX00454000 ＣＯＯＫ Ｚｅｎｉｔｈ 大動脈解離用エンドバスキュラー

システム
Ｃｏｏｋ Ｊａｐａｎ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 標準型 ¥1,400,000

22600BZX00454000 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) ¥294,000

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５月１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
227ADBZX00033000 ＲＶＧ９　シリーズ 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

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)
223AABZX00118000 ジーシー ＭＩローフロー 株式会社ジーシーデンタルプロダクツ 049 歯科充填用材料 Ⅰ (1) 複合ﾚｼﾞﾝ系 1g\724

223AFBZX00146000 アクリペレット 山八歯材工業株式会社 045 義歯床用熱可塑性樹脂 1g\21

226AFBZX00106000 ビューティフル ネクスト 株式会社松風 049 歯科充填用材料 Ⅰ (1) 複合ﾚｼﾞﾝ系 1g\724

227ACBZX00012000 ステンレスバー デンケン・ハイデンタル株式会社 024 歯科用ｽﾃﾝﾚｽ鋼線 ﾊﾞｰ用 (JIS適合品) 1㎝\9

227ACBZX00012000 027 歯科用ｽﾃﾝﾚｽ鋼線 ﾊﾞｰ用 (JIS適合品) 1㎝\9

227ACBZX00012A01 ＣＮ－ステンレスバー線 デンケン・ハイデンタル株式会社 024 歯科用ｽﾃﾝﾚｽ鋼線 ﾊﾞｰ用 (JIS適合品) 1㎝\9

227ACBZX00012A01 027 歯科用ｽﾃﾝﾚｽ鋼線 ﾊﾞｰ用 (JIS適合品) 1㎝\9

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５月１日
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