
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２８年１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

22700BZI00036000 ＡｉｒＳｅｎｓｅ １０ レスポンド レスメド株式会社 在宅人工呼吸器（Ⅲ）

22700BZI00041000 ＡｉｒＳｅｎｓｅ １０ オート レスメド株式会社 在宅人工呼吸器（Ⅲ）

22700BZX00294000 ＧａｌｅＭｅｄ 蘇生バッグ Ｒｅｓcu－６ 村中医療器株式会社 人工呼吸器

22700BZX00353000 オルフィスＣＶキット 株式会社パイオラックス メディカルデバイス 植込型医薬品注入器

22700BZX00361000 パワーポート スリム 株式会社メディコン 植込型医薬品注入器

22700BZX00376000 コンパクト ｉｎｔｕｉｔｉｖ エイエムオー・ジャパン株式会社 超音波白内障手術装置

227AABZX00108000 光学式眼軸長測定装置 ＡＬＡＤＤＩＮ 株式会社トプコン 角膜曲率半径計測装置

227AABZX00108000 角膜形状解析装置

227AABZI00109000 オーソフォス ＳＬ シロナデンタルシステムズ株式会社 ＣＴ撮影装置

227AABZX00116000 イトーＥＳ－４００ 伊藤超短波株式会社 低周波治療器

227ADBZI00035000 ｅＺｏｎｏ ４０００ シリーズ 株式会社ＩＣＳＴ 超音波検査装置（Ⅱ）

227ADBZX00176000 アイラド スター・プロダクト株式会社 モニタ

227ADBZX00180000 セーフス ｅｘｏｇｅｎ 帝人ファーマ株式会社 超音波骨折治療器

227ADBZX00185000 循環動態モニタ ＰｕｌｓｉｏＦｌｅｘ マッケ・ジャパン株式会社 体液量等測定装置

227ADBZX00185000 モニタ

227ADBZX00186000 ウルトラミニネフロスコープセット （ＵＭＰ） 株式会社アダチ 内視鏡

227ADBZX00203000 ＳｐＯ２モジュール ＨＧ－８３０Ｆ フクダ電子株式会社 パルスオキシメータ

227AFBZX00119000 Ｐｒｅｃｉｓｉｏｎ ＩＥ ラパロスコープ 日本ストライカー株式会社 内視鏡

227AGBZX00110000 ＰＥＮＴＡＸ Ｍｅｄｉｃａｌ ビデオ鼻咽喉スコープ ＶＮＬ８－Ｊ１０ ＨＯＹＡ株式会社 内視鏡

227AGBZX00111000 ＰＥＮＴＡＸ Ｍｅｄｉｃａｌ ビデオ鼻咽喉スコープ ＶＮＬ１１－Ｊ１０ ＨＯＹＡ株式会社 内視鏡

227AIBZX00039000 頭・顎・耳鼻 Ｘ線装置 ＩＲＯＬ－１００ アールテック株式会社 診断用Ｘ線装置

227AKBZX00086000 ＤＣＩ ＨＯＰＫＩＮＳ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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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２８年１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)
21500BZZ00093000 人工心肺回路 川澄化学工業株式会社 125 遠心式体外循環用血液ﾎﾟﾝﾌﾟ (2) 長期使用型 ¥78,200

22000BZX00270000 ターゴンＰＨ／Ｈネイルシステム（滅菌） ビー・ブラウンエースクラップ株式会社 073 髄内釘 (3) ﾜｯｼｬｰ･ﾅｯﾄ ¥20,900

22300BZX00362000 スキッパー 株式会社バイタル 127 人工心肺回路 (6) 個別機能品 ⑤ ﾗｲﾝﾌｨﾙﾀｰ ¥15,800

22400BZX00106000 ギブンパテンシーカプセル内視鏡 コヴィディエンジャパン株式会社 148 ｶﾌﾟｾﾙ型内視鏡 (1) 小腸用 ¥79,400

22500BZX00427000 ゴアＣＴＡＧ胸部大動脈ステントグラフトシステム 日本ゴア株式会社 146 大動脈用ステントグラフト（3）胸部大動脈用ステントグラフト（メイン部分） ①標
準型

¥1,400,000

22700BZI00033000 ＨＡＮＡＲＯＳＴＥＮＴ胆管用ペア ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 034 胆道ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ (2) 自動装着ｼｽﾃﾑ付 ① 永久留置型 ｲ ｶﾊﾞｰなし ¥221,000

22700BZI00034000 ＨＡＮＡＲＯＳＴＥＮＴ食道用カバー ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 095 食道用ｽﾃﾝﾄ ¥129,000

22700BZI00035000 ＨＡＮＡＲＯＳＴＥＮＴ胆管用カバー ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 034 胆道ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ (2) 自動装着ｼｽﾃﾑ付 ① 永久留置型 ｱ ｶﾊﾞｰあり ¥242,000

22700BZI00043000 リプライ ＣＲＴ－Ｐ 日本ライフライン株式会社 112 ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ (8) ﾄﾘﾌﾟﾙﾁｬﾝﾊﾞ (Ⅱ型) ① 単極用又は双極用 ｱ 標準型 ¥1,630,000

22700BZX00212000 アキュフューザー クリエートメディック株式会社 007 携帯型ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ (1) 一般用 ¥3,600

22700BZX00212000 019 携帯型ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ (2) 一体型 ¥2,720

22700BZX00229000 ＲＴ ロック 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

22700BZX00243000 大動脈弁用イノウエ・バルーン 東レ株式会社 015 弁拡張用ｶﾃｰﾃﾙ用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ (1) ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ ¥24,500

22700BZX00243000 130 心臓手術用ｶﾃｰﾃﾙ (5) 弁拡張用ｶﾃｰﾃﾙ ¥150,000

22700BZX00302000 アイボタンＲ 株式会社トップ 037 交換用胃瘻ｶﾃｰﾃﾙ (1) 胃留置型 ① ﾊﾞﾝﾊﾟｰ型 ｱ ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰあり ¥22,100

22700BZX00302000 037 交換用胃瘻ｶﾃｰﾃﾙ (1) 胃留置型 ① ﾊﾞﾝﾊﾟｰ型 ｲ ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰなし ¥18,300

22700BZX00329000 デュアルルーメンカテーテルⅠ 朝日インテック株式会社 130 心臓手術用ｶﾃｰﾃﾙ (2) 冠動脈狭窄部貫通用ｶﾃｰﾃﾙ ¥43,400

22700BZX00339000 メモカス 形状記憶ステント 株式会社キースマック 036 尿道ｽﾃﾝﾄ (2) 一時留置 (交換) 型 ① 長期留置型 ¥166,000

22700BZX00342000 Ｕロッドシステム センチュリーメディカル株式会社 064 脊椎固定用材料 (1) 脊椎ﾛｯﾄﾞ ¥44,300

22700BZX00342000 064 脊椎固定用材料 (8) ﾄﾗﾝｽﾊﾞｰｽ固定器 ¥68,400

22700BZX00343000 マスター ＳＬ 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

22700BZX00346000 Ｍｅｃｔａ－Ｃ Ｃｅｒｖｉｃａｌ プレート メダクタジャパン株式会社 064 脊椎固定用材料 (2) 脊椎ﾌﾟﾚｰﾄ (S) ① 標準型 ¥39,500

22700BZX00346000 064 脊椎固定用材料 (5) 脊椎ｽｸﾘｭｰ (固定型) ¥71,500

22700BZX00348000 インフィニオン ＣＸ リード ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 086 脳･脊髄刺激装置用ﾘｰﾄﾞ及び仙骨神経刺激装置用ﾘｰﾄﾞ (1) ﾘｰﾄﾞｾｯﾄ ② 16極
以上

¥367,000

22700BZX00351000 テルモ末梢血管塞栓用コイルシステムＡＺＵＲ ＣＸ 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 ① ｺｲﾙ ｵ 特殊型 ¥144,000

22700BZX00352000 バーサテックス コヴィディエンジャパン株式会社 099 組織代用人工繊維布 (2) ﾍﾙﾆｱ修復･胸壁補強用 ① 一般 1㎠当たり\74

22700BZX00364000 ＲＩＧＩＤＬＯＯＰ Ａｄｊｕｓｔａｂｌｅ Ｃｏｒtical Ｆｉｘａｔｉｏｎ システム ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 077 人工靱帯 (2) 固定器具つき ¥83,400

22700BZX00368000 ＤＩＶＥＲＧＥＮＣＥ Ｃａｇｅ システム メドトロニックソファモアダネック株式会社 064 脊椎固定用材料 (5) 脊椎ｽｸﾘｭｰ (固定型) ¥71,500

22700BZX00368000 078 人工骨 (2) 専用型 ⑤ 椎体固定用 ｱ 1椎体用 ¥164,000

22700BZX00369000 ＣＤＨ Ｒｏｄ Ｃｏｎｎｅｃｔｏｒスパイナルシステム メドトロニックソファモアダネック株式会社 064 脊椎固定用材料 (7) 脊椎ｺﾈｸﾀｰ ¥44,900

22700BZX00372000 シナジー 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

22700BZX00373000 ＰＲＯＦＥＭＵＲⓇ Ｚ Ｃｌａｓｓｉｃ ステム マイクロポート・オーソペディックス・ジャパン株式
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

22700BZX00382000 ＣｅスペースＸＰ ビー・ブラウンエースクラップ株式会社 078 人工骨 (2) 専用型 ⑤ 椎体固定用 ｱ 1椎体用 ¥164,000

22700BZX00387000 ＡＦＸ ステントグラフトシステム コスモテック株式会社 146 大動脈用ｽﾃﾝﾄｸﾞﾗﾌﾄ (1) 腹部大動脈用ｽﾃﾝﾄｸﾞﾗﾌﾄ (ﾒｲﾝ部分) ① 標準型 ¥1,310,000

22700BZX00387000 146 大動脈用ｽﾃﾝﾄｸﾞﾗﾌﾄ (2) 腹部大動脈用ｽﾃﾝﾄｸﾞﾗﾌﾄ (補助部分) ¥294,000
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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２８年１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)

22300BZX00412000 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）　②Ｍ
ＲＩ対応型

¥1,240,000

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　②ＭＲＩ対応型

¥2,090,000

22700BZX00233000 トラベキューメタル リバースショルダーシステム
Vivacit -E ポリエチレンライナー

ジンマー株式会社 065人工肩関節用材料　（３）③インサート　ウ　特殊型（Ⅱ） ¥53,600

22700BZX00028000 ゴアアキュシールバスキュラーグラフト 日本ゴア株式会社 134 人工血管 (1) 永久留置型 ② 小血管用 ｲ ｾﾙﾌｼｰﾘﾝｸﾞⅱヘパリ
ン使用型

1㎝当たり\4,160

承認番号又は認証番号 販売名 保険適用希望者 類似機能区分
暫定価格

(円)
22600BZX00482000 ステアリングマイクロカテーテル 秋田住友ベーク株式会社 010　血管造影用マイクロカテーテル（２）フローダイレクト ¥67,600

22700BZX00259000 ＡＧ－ＰＲＯＴＥＸ ＨＩＰシステム 京セラ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臼蓋形成用カップ（直
接固定型）ア　標準型

¥135,000

22700BZX00259000 057 人工股関節用材料（２）大腿骨側材料　②大腿骨ステム（直接固
定型）ア　標準型

¥424,000

22700BZX00262000 ラミフィックス オリンパステルモバイオマテリアル株式会社 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ⅰ　スーチャーアンカー型（スクリュー型）

¥34,000

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２８年１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)
22000BZX01077000 アイノベント エア・ウォーター株式会社 － －

22700BZX00100000 コアバルブ 日本メドトロニック株式会社 188 自己拡張型人工生体弁システム ¥3,670,000

22700ＢＺＸ00118000 プレシジョン スペクトラ ＳＣＳ 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

087 植込型脳･脊髄電気刺激装置 (5) 疼痛除去用 (16極以上用) 充
電式②ＭＲＩ対応型（32極用）

¥1,870,000

22700BZX00132000 Ｓ－ＩＣＤ パルスジェネレータ ボストン・サイエンティフィック 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) ③皮下植込式電
極併用型

¥3,060,000

22700BZX00133000 Ｓ－ＩＣＤ リード ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会
社

118 植込型除細動器用ｶﾃｰﾃﾙ電極 (4) 植込型除細動器用ｶﾃｰﾃﾙ
電極 (皮下植込式)

¥870,000

22700FZX00002000 189 ヒト骨格筋由来細胞シート(1)採取・継代培養キット ¥6,360,000

22700FZX00002000 189 ヒト骨格筋由来細胞シート(2)回収・調整キット ¥1,680,000

ハートシート テルモ株式会社
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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２８年１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

227AABZI00109000 オーソフォス ＳＬ シロナデンタルシステムズ株式会社 歯科ＣＴ撮影装置

227AABZI00109000 パノラマ断層撮影装置

227AABZI00109000 歯科パノラマ断層撮影デジタル映像化処理装置

227AABZI00109000 デンタルＸ線撮影装置

227AABZI00109000 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２８年１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)
21500BZY00490000 ストローマンインプラントアバットメント ストローマン・ジャパン株式会社 027 ｱﾊﾞｯﾄﾒﾝﾄ (1) ｱﾊﾞｯﾄﾒﾝﾄ (Ⅰ) ¥13,800

21800BZZ10135000 ｉ－ＴＦＣシステム サンメディカル株式会社 052 複合ﾚｼﾞﾝ 築造用 (硬化後ﾌｨﾗｰ60%以上) 1g\275

22300BZX00111000 ストローマン Ｔｉ アバットメント ストローマン・ジャパン株式会社 027 ｱﾊﾞｯﾄﾒﾝﾄ (1) ｱﾊﾞｯﾄﾒﾝﾄ (Ⅰ) ¥13,800

227AFBZX00114000 ライトフィックス サンメディカル株式会社 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28年1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)
21700BZZ00408000 ジーシー ファイバーポスト 株式会社ジーシー 059 ファイバーポスト　支台築造用 1本　892円
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