
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１０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

22500BZX00168000 グリーンレーザー光凝固装置ＩＱ５３２ 株式会社トーメーコーポレーション 眼科用光凝固装置

225AFBZX00080000 自己血回収装置用ディスポーザブル回路 ＡＴ－１ フレゼニウスカービジャパン株式会社 自家輸血装置

22700BZI00020000 マルチカラーレーザ光凝固装置 ライトラス ＴｒｕＳｃａｎ 株式会社日本ライトメッド 眼科用光凝固装置

22700BZI00023000 オフサルミックレーザ ライトラスセレクター 株式会社日本ライトメッド 眼科用レーザ手術装置

22700BZX00236000 ドルニエ Ｍｅｄｉｌａｓ Ｈ ＵｒｏＰｕｌｓｅ ドルニエメドテックジャパン株式会社 レーザー手術装置（Ⅲ）

22700BZX00236000 レーザー手術装置（Ⅰ）

22700BZX00240000 Ｊｕｓｍｉｎｅ２ ジャスミン２ 株式会社メトラン 人工呼吸器

22700BZX00245000 ダイナスコープ８０００シリーズ ＤＳ－８７００システム フクダ電子株式会社 モニタ

227AABZX00054000 呼吸代謝モニター パシフィックメディコ株式会社 呼気ガス分析装置

227AABZX00054000 基礎代謝測定装置

227AABZX00054000 電子スパイロメータ

227ABBZX00065000 高解像硬性腹腔・胸腔鏡 オリンパスメディカルシステムズ株式会社 内視鏡

227ABBZX00066000 スパイグラスデジタル内視鏡 ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 内視鏡

227ABBZX00069000 上部消化管汎用ビデオスコープ ＯＬＹＭＰＵＳ ＧＩＦ－ Ｙ００７８ オリンパスメディカルシステムズ株式会社 内視鏡

227ABBZX00075000 耳鼻咽喉ビデオスコープ ＯＬＹＭＰＵＳ ＥＮＦ－ Ｙ００２８ オリンパスメディカルシステムズ株式会社 内視鏡

227ADBZX00112000 ベクトラ 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

227ADBZX00146000 リリアムα －２００ 株式会社リリアム大塚 超音波検査装置（Ⅰ）

227ADBZX00156000 超音波画像診断装置Ｓシリーズ ポータブルタイプ 株式会社ＴＫＢ 超音波検査装置（Ⅱ）

227AFBZX00087000 アイビー 武蔵医研株式会社 酸素供給調節器

227AGBZX00081000 ニューロキャッチャー ＰＳＴ－３０００ サンテック株式会社 筋電計（Ⅱ）

227AHBZX00028000 プリマス ２００ カールツァイスメディテック株式会社 眼底三次元画像解析装置

227AHBZX00030000 エクシス３０８ 株式会社ジェイメック 光線治療器（Ⅱ）

227AIBZI00001000 パノラミック オフサルモスコープ カリフォルニア Ｏｐｔｏｓ株式会社 眼底カメラ（Ⅲ）
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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)
16200BZZ00108000 ユリテジン ドレーン カテーテル 日本コヴィディエン株式会社 035 尿管ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ (2) 外瘻用 ① 腎盂留置型 ｱ 標準型 ¥8,010

21500BZY00462000 メラ ソフィット クリア 泉工医科工業株式会社 009 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

21500BZY00462000 009 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

21500BZY00462000 009 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

21500BZY00462000 009 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

21500BZZ00473A01 オステオトランス・プラス タキロン株式会社 080 合成吸収性骨片接合材料 (5) ｲﾝﾀｰﾌｪﾗﾝｽｽｸﾘｭｰ ¥131,000

21800BZX10056000 キャピオックスカスタムパック テルモ株式会社 125 遠心式体外循環用血液ﾎﾟﾝﾌﾟ (2) 長期使用型 ¥78,200

22600BZX00473000 イペリア 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

22600BZX00491000 バリアックス２スクリュー 日本ストライカー株式会社 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

22600BZX00491000 063 固定用内副子用ﾜｯｼｬｰ､ﾅｯﾄ類 (1) ﾜｯｼｬｰ (Ⅰ) ¥2,740

22700BZX00124000 オキシアＡＣＦ 株式会社ジェイ・エム・エス 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

22700BZX00124000 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

22700BZX00124000 127 人工心肺回路 (6) 個別機能品 ⑤ ﾗｲﾝﾌｨﾙﾀｰ ¥15,800

22700BZX00222000 ＳＩＫ ＢＲスパイナルシステム 昭和医科工業株式会社 064 脊椎固定用材料 (1) 脊椎ﾛｯﾄﾞ ¥44,300

22700BZX00222000 064 脊椎固定用材料 (6) 脊椎ｽｸﾘｭｰ (可動型) ¥104,000

22700BZX00223000 Ｍａｐｌｅスパイナルシステム 昭和医科工業株式会社 064 脊椎固定用材料 (1) 脊椎ﾛｯﾄﾞ ¥44,300

22700BZX00223000 064 脊椎固定用材料 (6) 脊椎ｽｸﾘｭｰ (可動型) ¥104,000

22700BZX00223000 064 脊椎固定用材料 (8) ﾄﾗﾝｽﾊﾞｰｽ固定器 ¥68,400

22700BZX00224000 アルチマスター テルモ株式会社 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

22700BZX00226000 Ｍａｘｅｒａカップ ジンマー株式会社 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) ｳ 特殊型 (Ⅱ) ¥184,000

22700BZX00226000 Ｍａｘｅｒａカップ ジンマー株式会社 057 人工股関節用材料 (1) 骨盤側材料 ④ ﾗｲﾅｰ ｴ ﾗｲﾅｰ (Ⅴ) ¥56,800

22700BZX00234000 シュアフィルター ニプロ株式会社 040 人工腎臓用特定保険医療材料 (回路を含む｡) (4) 持続緩徐式血液ろ過器 ① 標準型 ¥26,500

22700BZX00235000 ＳＴ ０３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

22700BZX00235000 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

22700BZX00235000 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

22700BZX00235000 ＳＴ ０３プレートシステム 株式会社ベアーメディック 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

22700BZX00235000 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

22700BZX00237000 バイアテン シリコーン＋ コロプラスト株式会社 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

22700BZX00237000 バイアテン シリコーン＋ コロプラスト株式会社 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

22700BZX00237000 011 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

22700BZX00237000 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

22700BZX00238000 ＩｎｆｏＶ．Ａ．Ｃ．治療システム ケーシーアイ株式会社 159 局所陰圧閉鎖処置用材料 1㎠当たり\25

22700BZX00238000 ＩｎｆｏＶ．Ａ．Ｃ．治療システム ケーシーアイ株式会社 159 局所陰圧閉鎖処置用材料 1㎠当たり\25

22700BZX00239000 ビジョンズＰＶ．０１８ ボルケーノ・ジャパン株式会社 007 血管内超音波ﾌﾟﾛｰﾌﾞ (2) 標準 (Ⅱ) ¥109,000

22700BZX00244000 メピレックス ボーダー Ａｇ メンリッケヘルスケア株式会社 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

22700BZX00246000 ＤＥＬＴＡ ＸＴＥＮＤ リバースショルダーシステム（モジュラー） ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 065 人工肩関節用材料 (3) ﾘﾊﾞｰｽ型 ① 上腕骨ｽﾃﾑ ｱ 標準型 ¥293,000

22700BZX00246000 065 人工肩関節用材料 (3) ﾘﾊﾞｰｽ型 ② ｽﾍﾟｰｻｰ ¥98,600

22700BZX00246000 065 人工肩関節用材料 (3) ﾘﾊﾞｰｽ型 ③ ｲﾝｻｰﾄ ｱ 標準型 ¥32,500

22700BZX00246000 ＤＥＬＴＡ ＸＴＥＮＤ リバースショルダーシステム（モジュラー） ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 065 人工肩関節用材料 (3) ﾘﾊﾞｰｽ型 ④ 関節窩ﾍｯﾄﾞ ｱ 標準型 ¥155,000

22700BZX00246000 065 人工肩関節用材料 (3) ﾘﾊﾞｰｽ型 ④ 関節窩ﾍｯﾄﾞ ｳ 下方補正型 ¥164,000

22700BZX00246000 065 人工肩関節用材料 (3) ﾘﾊﾞｰｽ型 ⑤ ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ ｱ 標準型 ¥164,000

22700BZX00246000 065 人工肩関節用材料 (4) 切換用 ¥41,900

22700BZX00247000 ＤＥＬＴＡ ＸＴＥＮＤ リバースショルダーシステム（モノブロック） ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 065 人工肩関節用材料 (3) ﾘﾊﾞｰｽ型 ① 上腕骨ｽﾃﾑ ｱ 標準型 ¥293,000

22700BZX00248000 Ｃｒａｎｉｏ Ｆｉｘａｔｉｏｎ システム ＳＨＩＮＯＢＩ 株式会社メディカルユーアンドエイ 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

22700BZX00249000 バード ベントラレックスＳＴ 株式会社メディコン 099 組織代用人工繊維布 (2) ﾍﾙﾆｱ修復･胸壁補強用 ② 形状付加型 ¥19,600

22700BZX00251000 ＳＭＲ グレノイド ３ペグ 日本リマ株式会社 065 人工肩関節用材料 (1) 肩甲骨側材料 ① 標準型 ¥129,000

22700BZY00117000 ＡＲＲＯＷ 中心静脈カテーテルキット ＨＰ テレフレックスメディカルジャパン株式会社 021 中心静脈用ｶﾃｰﾃﾙ (1) 標準型 ② ﾏﾙﾁﾙｰﾒﾝ ｲ ｾﾙｼﾞﾝｶﾞｰ型 ¥7,190

227ADBZX00140000 ＰｒｏＡＱＴセンサー マッケ・ジャパン株式会社 006 体外式連続心拍出量測定用ｾﾝｻｰ ¥37,000

227AIBZX00030000 ジェルコセーフティ Ｉ．Ｖ．カテーテル スミスメディカル・ジャパン株式会社 020 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｶﾆｭｰﾚ型静脈内留置針 (2) 針刺し事故防止機構付加型 ¥98

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１０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１０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)
22700BZX00080000 Navienディスタルサポートカテーテル コヴィディエンジャパン株式会社 132　ガイディングカテーテル　(3)脳血管用　③高度屈曲対応型 ¥88,700

22700BZX00131000 Pipeline Flex フローダイバーターシステム コヴィディエンジャパン株式会社 133　血管内手術用カテーテル　(22)　脳動脈瘤治療用フローダイバーターシステム ¥1,390,000

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)
22300BZX00412000 アクティバ ＲＣ 日本メドトロニック株式会社 087 植込型脳・脊髄電気刺激装置　（７）振戦軽減用（16 極以上用）　充電式 ¥2,090,000

22300BZX00414000 アクティバ ＳＣ 日本メドトロニック株式会社 087 植込型脳・脊髄電気刺激装置　（３）振戦軽減用（４極用） ¥1,240,000

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)
21600BZX00026000 PDレーザ パナソニック　ヘルスケア株式会社 － －

22600BZX00326000 cc Nexfin  血行動態モニター エドワーズライフサイエンス株式会社
－ －

22700BZX00165000 EC-PDTプローブ パナソニック　ヘルスケア株式会社 187 半導体レーザー用プローブ ¥231,000（¥234,000)※

※括弧内は、迅速加算込み価格。

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)
22000BZX01077000 アイノベント エア・ウォーター株式会社 － －

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１０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
226ACBZX00052000 ディゴラ オプティメ ｅ 株式会社モリタ製作所 歯科エックス線撮影デジタル映像化処理装置

227AABZI00055000 シーキャット　ＪＭＴ＋ シロナデンタルシステムズ株式会社 下顎運動路描記装置

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１０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)
224AGBZX00092000 プラトン 補綴用コンポーネント 株式会社プラトンジャパン 029 ｼﾘﾝﾀﾞｰ ¥8,110

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１０月１日
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