中 医 協
総 － １
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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６月１日
販売名

承認番号又は認証番号
222AGBZX00238A01

保険適用希望者

特定診療報酬算定医療機器の区分

コンフォライフ ３ＳＰ

株式会社医器研

22600BZX00050000

ベンチレータ ＰＢ９８０シリーズ

コヴィディエンジャパン株式会社

モニタ

22700BZX00153000

ＳＪＭ ＦＤ－ＯＣＴ Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ イメージングシステム

セント・ジュード・メディカル株式会社

電子観血血圧計

227AABZX00014000

Ｅｓａｏｔｅ ＭＲ イメージング装置 Ｓ－ｓｃａｎ

株式会社メディテックファーイースト

ＭＲＩ装置

227ABBZX00002000

汎用超音波画像診断装置 ＬＯＧＩＱ Ｖ５

ＧＥヘルスケア・ジャパン株式会社

超音波検査装置（Ⅱ）

227ABBZX00032000

大腸ビデオスコープ ＯＬＹＭＰＵＳ ＣＦ－Ｙ００５８－Ｉ

オリンパスメディカルシステムズ株式会社

内視鏡

227ADBZI00036000

ＬｉＤＣＯｒａｐｉｄ ＣＮＡＰ ・ 心拍出量モニタシステム

エマーゴ・ジャパン株式会社

モニタ

227ADBZX00062000

東芝スキャナ ＴＳＸ－３０４Ｒ

東芝メディカルシステムズ株式会社

ＣＴ撮影装置

227AFBZX00033000

携帯耳鼻咽喉ファイバースコープ

株式会社町田製作所

内視鏡

227AGBZX00030000

ＣＳ ７２００ ＣＲ システム

ケアストリームヘルス株式会社

デジタル撮影装置

227AHBZX00012000

ハンディ眼底カメラ ＶＩＳＵＳＣＯＵＴ １００

カールツァイスメディテック株式会社

眼底カメラ（Ⅰ）

227AHBZX00014000

ノンコンタクトトノメータ ＶＩＳＵＰＬＡＮ ５００

カールツァイスメディテック株式会社

眼圧計

227AKBZX00020000

CMOSフレキシブルビデオスコープ

エム・シー・メディカル株式会社

内視鏡

227AKBZX00031000

パルスフロー

株式会社歯愛メディカル

パルスオキシメータ

222AGBZX00238A01

酸素供給調節器
酸素供給装置（Ⅰ）
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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６月１日
販売名

承認番号又は認証番号
13B3X10138000007

ソフラフィックスサーモ

保険適用希望者
華琳株式会社

決定機能区分

償還価格
(円)

056 副木 (1) 軟化成形使用型 ① 手指･足指用

¥2,630

13B3X10138000007

056 副木 (1) 軟化成形使用型 ② 上肢用

¥1,740

13B3X10138000007

056 副木 (1) 軟化成形使用型 ③ 下肢用

¥4,610

13B3X10138000007
15300BZZ00123000

ＪＭＳ人工心肺回路

株式会社ジェイ・エム・エス

15300BZZ00123000
15300BZZ00123000

056 副木 (1) 軟化成形使用型 ④ 鼻骨用

¥1,010

127 人工心肺回路 (5) 分離体外循環回路

¥45,700

127 人工心肺回路 (6) 個別機能品 ⑤ ﾗｲﾝﾌｨﾙﾀｰ

¥15,800

127 人工心肺回路 (6) 個別機能品 ⑧ 熱交換器

¥14,900

21800BZZ10099000

カワスミ血液濃縮回路

川澄化学工業株式会社

127 人工心肺回路 (4) 血液濃縮回路

¥29,400

22100BZX00959000

オキシア人工心肺回路

株式会社ジェイ・エム・エス

127 人工心肺回路 (1) ﾒｲﾝ回路 ② 抗血栓性なし

22200BZX00735000

メイラ上腕骨近位端ロッキングプレート

メイラ株式会社

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

22600BZX00159000

Ｌａｎｓｐｅａｒ ＰＴＡ カテーテル

株式会社東海メディカルプロダクツ

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

22600BZX00339000

ＴＶＣ Ｉｎｓｉｇｈｔ カテーテル

ニプロ株式会社

007 血管内超音波ﾌﾟﾛｰﾌﾞ (2) 標準 (Ⅱ)

22600BZX00525000

サイファー スパイナル システム

バイオメット･ジャパン合同会社

064 脊椎固定用材料 (1) 脊椎ﾛｯﾄﾞ
064 脊椎固定用材料 (6) 脊椎ｽｸﾘｭｰ (可動型)

¥104,000

22700BZX00125000

ミニマ システム

日本リマ株式会社

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

22700BZX00128000

ルビコン 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

133 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ (16) 狭窄部貫通用ｶﾃｰﾃﾙ

22700BZX00135000

ＬＶＩＳステント

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 ③ ｺｲﾙ留置用ｽﾃﾝﾄ

¥458,000

22700BZX00140000

ＡＮＡＴＯヒップステム

日本ストライカー株式会社

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

22700BZX00142000

ＴＦＮＡ プロキシマルフェモラルネイルシステム

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

073 髄内釘 (1) 髄内釘 ③ 大腿骨頸部型

¥159,000

22600BZX00525000

22700BZX00142000

073 髄内釘 (2) 横止めｽｸﾘｭｰ ② 大腿骨頸部型

¥132,000
¥80,700
¥72,500
¥109,000
¥44,300

¥48,000

¥40,200

22700BZX00145000

ＨＹＤＲＡ セメンテッドステム

株式会社ロバート・リード商会

057 人工股関節用材料 (2) 大腿骨側材料 ② 大腿骨ｽﾃﾑ (間接固定型)

¥329,000

22700BZX00146000

ＡＰＴＡ セメンテッドステム

株式会社ロバート・リード商会

057 人工股関節用材料 (2) 大腿骨側材料 ② 大腿骨ｽﾃﾑ (間接固定型)

¥329,000
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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６月１日
承認番号又は認証番号
22700BZX00072000

販売名
イトレヴィア 7 CRT-D QP ProMRI

保険適用希望者

決定機能区分

バイオトロニックジャパン株式会社

144 両室ペーシング機能付き植込型除細動器(2) 4極用 ①標準型

暫定価格
(円)
¥4,280,000

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６月１日
承認番号又は認証番号
227AGBZX00030000

販売名
ＣＳ ７２００ ＣＲ システム

保険適用希望者

特定診療報酬算定医療機器の区分

ケアストリームヘルス株式会社

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２７年６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

償還価格
(円)

220AGBZX00200000

サンプラチナ矯正線

デンツプライ三金株式会社

016 矯正用線 (丸型)

221AABZX00107000

ジーシー ユージノールセメント

株式会社ジーシーデンタルプロダクツ

048 歯科用合着･接着材料Ⅲ (粉末･液)

223AABZX00115000

ジーシー エクスペリアセメント

株式会社ジーシーデンタルプロダクツ

046 歯科用合着･接着材料Ⅰ (粉末･液) (1) ﾚｼﾞﾝ系

22700BZX00005000

Ｅｉｇｈｔ－Ｌｏｂｅ Ｐｒｏ インプラント ＢｉＯ

株式会社プラトンジャパン

024 ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ体 (3) 標準型 (Ⅲ)

¥23,300

22700BZX00096000

Ｅｉｇｈｔ－Ｌｏｂｅ Ｐｒｏ インプラント ＳＡＧ

株式会社プラトンジャパン

024 ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ体 (3) 標準型 (Ⅲ)

¥23,300

223AABZX00115000

034 歯科用合着･接着材料Ⅰ (粉末･液) (1) ﾚｼﾞﾝ系

3

1本\365
1g\23
1g\453
1g\453

３．医科
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
承認番号又は認証番号
22500BZX00347A01

販売名
ＰＴＣＡバルーンカテーテルＢＰ３

保険適用希望者

決定機能区分

株式会社カネカ

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

4

償還価格
(円)
¥67,300

