
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２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

21600BZG00005000 リチャードウルフ ピエゾリス３０００ リチャードウルフ株式会社 診断用Ｘ線装置

21600BZG00005000 超音波検査装置（Ⅰ）

21900BZG00011000 リチャードウルフ 脊椎手術用硬性内視鏡セット リチャードウルフ株式会社 内視鏡

21900BZX00853000 ＦｏｒｃｅＴｒｉａｄエネルギープラットフォーム コヴィディエンジャパン株式会社 電気手術器

225ADBZX00175000 Ｓｙｎｅｒｇｙラパロスコープ Ａｒｔｈｒｅｘ Ｊａｐａｎ合同会社 内視鏡

226AFBZX00142000 近赤外分光式オキシモニター ＮＩＳＯＸ１０００ ニスコ株式会社 光トポグラフィー

22700BZI00046000 眼科用レーザ光凝固装置 Ｎａｖｉｌａｓ５７７＋ナビゲーションレーザシステム 昭和医科工業株式会社 眼科用光凝固装置

22700BZI00046000 眼底カメラ（Ⅱ）

22700BZX00419000 モデュリス ＳＬＸ すみれ医療株式会社 体外式衝撃波結石破砕装置（Ⅲ）

22700BZX00419000 診断用Ｘ線装置

22700BZX00424000 Ｑｕａｎｔａ Ｌｉｔｈｏ レーザ エダップテクノメド株式会社 レーザー手術装置（Ⅲ）

22700BZX00425000 ＦＯＸ レーザー ＵＳＣＩ ジャパン株式会社 レーザー手術装置（Ⅳ）

227AABZX00121000 汎用超音波画像診断装置 アキュソン ＮＸ３ シーメンスヘルスケア株式会社 超音波検査装置（Ⅱ）

227ABBZX00117000 セラビーム ＵＶ３０８ ｍｉｎｉ ウシオ電機株式会社 光線治療器（Ⅱ）

227ADBZX00190000 光学視管 株式会社アダチ 内視鏡

227ADBZX00199000 腹腔鏡 株式会社アダチ 内視鏡

227ADBZX00202000 ハイサンソポータブルαⅡ 帝人ファーマ株式会社 酸素供給装置（Ⅰ）

227AFBZX00135000 ＨＤＩＧ スコープ 株式会社住田光学ガラス 内視鏡

227AOBZX00009000 ＰＩＮＰＯＩＮＴ カラー蛍光内視鏡 株式会社バイタル 内視鏡
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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３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

21500BZZ00623000 テルフュージョンシリンジポンプＴＥ－３３１Ｓ テルモ株式会社 注入ポンプ（Ⅲ）

226AABZI00165000 ＥＲＴ フロースクリーン エマーゴ・ジャパン株式会社 電子スパイロメータ

226AABZI00165000 心電計（Ⅱ）

226AABZI00166000 ＥＲＴ マスタースコープ ＣＴ エマーゴ・ジャパン株式会社 電子スパイロメータ

226AABZI00166000 心電計（Ⅱ）

226AFBZX00030000 総合呼吸抵抗測定装置 ＭｏｓｔＧｒａｐｈ－０２ チェスト株式会社 電子スパイロメータ

226AFBZX00030000 呼吸抵抗計（広域周波数）

22700BZI00045000 インテグラ プロスキャン レーザー光凝固装置 エレックス株式会社 眼科用光凝固装置

22700BZX00212000 アキュフューザー クリエートメディック株式会社 携帯型注入ポンプ

22700BZX00212000 麻酔用精密持続注入器

22700BZX00422000 Ｃａｒｅｓｔａｔｉｏｎ ６００ シリーズ ＧＥヘルスケア・ジャパン株式会社 麻酔器（Ⅱ）

227AABZX00124000 パルスオキシメータ ＳＲ－７００ｂｓ コニカミノルタ株式会社 パルスオキシメータ

227ABBZX00040000 ビジキューブ 上田日本無線株式会社 超音波検査装置（Ⅳ）

227ADBZX00209000 心電計 ＥＣＧ－２２５０ 日本光電工業株式会社 心電計（Ⅱ）

227AHBZX00038000 画像診断ワークステーション トリニティ 株式会社アムコ 超音波検査装置（Ⅱ）

227ALBZX00014000 フィジオ アクティブ ＨＶ 株式会社テクノリンク 低周波治療器

22800BZX00007000 ドリームステーション Ａｕｔｏ フィリップス・レスピロニクス合同会社 在宅人工呼吸器（Ⅲ）

22800BZX00007000 人工呼吸器

22800BZX00031000 Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ グレノイド ガイド ジンマー・バイオメット合同会社 患者適合型手術支援ガイド

22800BZX00055000 サーボベンチレータ ＳＥＲＶＯーａｉr フクダ電子株式会社 人工呼吸器

22800BZX00063000 ダイナスコープ８０００シリーズ ＤＳ－８００７システム フクダ電子株式会社 モニタ

22800BZX00063000 心電計（Ⅱ）

22800BZX00064000 ダイナスコープ８０００シリーズ ＤＳ－８４００システム フクダ電子株式会社 モニタ

22800BZX00064000 心電計（Ⅱ）

22800BZX00067000 医用テレメータ ＷＥＰ－５２５０ シリーズ 日本光電工業株式会社 モニタ

228AABZX00008000 デジタルメディカルスコープ ＤＳ－２０Ｆ 株式会社ニデック 眼底カメラ（Ⅰ）

228AABZX00013000 シオス コネクト シーメンスヘルスケア株式会社 診断用Ｘ線装置

228AABZX00014000 シオス セレクト シーメンスヘルスケア株式会社 診断用Ｘ線装置

228AABZX00015000 シオス フュージョン シーメンスヘルスケア株式会社 診断用Ｘ線装置

228ABBZX00013000 気管支ビデオスコープ ＯＬＹＭＰＵＳ ＢＦ－Ｙ００６８ オリンパスメディカルシステムズ株式会社 内視鏡

228ABBZX00014000 ＥＶＩＳ ＬＵＣＥＲＡ ＥＬＩＴＥ 大腸ビデオスコープ ＯＬＹＭＰＵＳ ＰＣＦ－Ｈ２９０Ｚ シリー
ズ

オリンパスメディカルシステムズ株式会社 内視鏡

228ADBZX00003000 携帯型心電計カーディライト ＥＳＰ－３５０ フクダ電子株式会社 心電計（Ⅱ）

228ADBZX00008000 エニィパルウォーク ＡＴＰ－Ｗ０３ フクダ電子株式会社 パルスオキシメータ

228ADBZX00011000 呼気炭酸ガスモニタ ＯＬＧ－３８００ 日本光電工業株式会社 モニタ

228AFBZX00003000 パルスフィット ＭＰ－１０００ 日本精密測器株式会社 パルスオキシメータ

228AFBZX00010000 ＯｘｙＣｕｂｅ オキシキューブ 株式会社メトラン 酸素吸入器

228AKBZX00005000 ＣＭＯＳ フレキシブルビデオスコープ カールストルツ・エンドスコピー・ジャパン株式会社 内視鏡

228AMBZX00001000 カスケードエリート ＪＰクリード株式会社 誘発反応測定装置

228AMBZX00001000 筋電計Ⅱ

22800BZX00065000 ＢＩＳｘモジュール フクダ電子株式会社 脳波計
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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)
20900BZZ00232000 フィクソーブＭＸ タキロン株式会社 080 合成吸収性骨片接合材料 (3) ｽﾄﾚｰﾄﾌﾟﾚｰﾄ ¥38,600

22300BZX00052000 メピレックス ライト メンリッケヘルスケア株式会社 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

22300BZX00052000 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

22400BZX00466000 ＨＩＰＦＯＲＴＲＥＳＳ－ＮＤ セメントステム 株式会社エム・エム・ティー 059 ｵﾌﾟｼｮﾝ部品 (1) 人工関節用部品 ① 一般ｵﾌﾟｼｮﾝ部品 ¥22,000

224ADBZX00035000 メピレックス ボーダー ライト メンリッケヘルスケア株式会社 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

224ADBZX00035000 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

224ADBZX00059000 メピテル メンリッケヘルスケア株式会社 013 非固着性ｼﾘｺﾝｶﾞｰｾﾞ (2) 平坦部位用 ¥139

22500BZX00180000 メピレックス ボーダー Ⅱ メンリッケヘルスケア株式会社 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

22500BZX00180000 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

22500BZX00375000 メピレックス メンリッケヘルスケア株式会社 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

22500BZX00375000 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

22500BZX00439000 メピレックス Ａｇ メンリッケヘルスケア株式会社 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

22500BZX00439000 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

225AABZX00038000 ＴａｐｅｒＧｕａｒｄリンフォース気管チューブ コヴィディエンジャパン株式会社 027 気管内ﾁｭｰﾌﾞ (1) ｶﾌあり ② ｶﾌ上部吸引機能なし ｱ 標準型 ¥645

22600BZX00451000 Ｓ－ＬＯＫ ＰＣ 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

22600BZX00451000 064 脊椎固定用材料 (4) 椎体ﾌｯｸ ¥70,900

22600BZX00451000 064 脊椎固定用材料 (6) 脊椎ｽｸﾘｭｰ (可動型) ¥104,000

22600BZX00451000 064 脊椎固定用材料 (7) 脊椎ｺﾈｸﾀｰ ¥44,900

22600BZX00451000 064 脊椎固定用材料 (8) ﾄﾗﾝｽﾊﾞｰｽ固定器 ¥68,400

22700BZI00032000 ＭＯＺＥＣ Ｒｘ ＰＴＣＡバルーンダイレテーションカテーテル エマーゴ・ジャパン株式会社 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

22700BZI00044000 アキュメッド ネイル ＵＥ 日本メディカルネクスト株式会社 073 髄内釘 (1) 髄内釘 ② 横止め型 ¥164,000

22700BZI00044000 073 髄内釘 (2) 横止めｽｸﾘｭｰ ① 標準型 ¥16,200

22700BZI00044000 073 髄内釘 (3) ﾜｯｼｬｰ･ﾅｯﾄ ¥20,900

22700BZX00232000 コンプリヘンシブ リバース ショルダー システム バイオメット・ジャパン合同会社 065 人工肩関節用材料 (3) ﾘﾊﾞｰｽ型 ③ ｲﾝｻｰﾄ ｳ 特殊型 (Ⅱ) ¥53,600

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 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

22700BZX00244000 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

22700BZX00340000 胸椎、胸腰椎前方固定器械Ⅱ ミズホ株式会社 064 脊椎固定用材料 (1) 脊椎ﾛｯﾄﾞ ¥44,300

22700BZX00340000 064 脊椎固定用材料 (5) 脊椎ｽｸﾘｭｰ (固定型) ¥71,500

22700BZX00357000 トレワルツ 東レ株式会社 001 血管造影用ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ (5) 遠位端可動型 ¥134,000

22700BZX00365000 ＹＥＮ・ＣＨＹⅡネイル １３０° ミズホ株式会社 073 髄内釘 (1) 髄内釘 ③ 大腿骨頸部型 ¥159,000

22700BZX00377000 バイオヘッシブＡｇ・ライト アルケア株式会社 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

22700BZX00377000 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

22700BZX00377000 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

22700BZX00378000 ＯＭ Ｄｉｓｔａｌ Ｌｏｗｅｒ Ｌｅｇ Ｐｌａｔｅ システム 株式会社オーミック 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

22700BZX00378000 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

22700BZX00381000 ＴＳＲＨ－ＲＰ２ 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 (5) 脊椎ｽｸﾘｭｰ (固定型) ¥71,500

22700BZX00381000 064 脊椎固定用材料 (7) 脊椎ｺﾈｸﾀｰ ¥44,900

22700ＢＺＸ00383000 メタクロスＲＸ 株式会社カネカ 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 ｱ 標準型 ¥50,300

22700BZX00386000 ＡｘＳＯＳ Ｔｉ Ｈｕｍｅｒｕｓロッキングプレートシステム 日本ストライカー株式会社 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

22700BZX00393000 ＰｒｏＬｏｃｋ ＣＲＯＳＳＬＩＮＫ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 (8) ﾄﾗﾝｽﾊﾞｰｽ固定器 ¥68,400

22700BZX00397000 ＡＮＡＴＯＭＩＣ ＰＥＥＫ ＰＴＣ システム メドトロニックソファモアダネック株式会社 078 人工骨 (2) 専用型 ⑤ 椎体固定用 ｱ 1椎体用 ¥164,000

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２月１日
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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)

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２月１日

22700BZX00401000 ＣＯＤＭＡＮ ＣＥＲＴＡＳ Ｐｌｕｓ 圧可変式バルブ ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 108 頭･静脈､腹腔ｼｬﾝﾄﾊﾞﾙﾌﾞ (1) 標準型 ① 標準機能 ｱ 近位ｶﾃｰﾃﾙ ⅰ 標準型 ¥22,700

22700BZX00401000 108 頭･静脈､腹腔ｼｬﾝﾄﾊﾞﾙﾌﾞ (1) 標準型 ① 標準機能 ｲ ﾘｻﾞｰﾊﾞｰ ¥21,200

22700BZX00401000 108 頭･静脈､腹腔ｼｬﾝﾄﾊﾞﾙﾌﾞ (1) 標準型 ① 標準機能 ｳ ﾊﾞﾙﾌﾞ ⅱ 流量調節･圧可
変式

¥181,000

22700BZX00401000 108 頭･静脈､腹腔ｼｬﾝﾄﾊﾞﾙﾌﾞ (1) 標準型 ① 標準機能 ｴ 遠位ｶﾃｰﾃﾙ ⅰ 標準型 ¥30,700

22700BZX00401000 108 頭･静脈､腹腔ｼｬﾝﾄﾊﾞﾙﾌﾞ (1) 標準型 ① 標準機能 ｵ ｺﾈｸﾀ ⅰ ｽﾄﾚｰﾄ ¥7,830

22700BZX00401000 108 頭･静脈､腹腔ｼｬﾝﾄﾊﾞﾙﾌﾞ (1) 標準型 ② 特殊機能 ¥67,100

22700BZX00406000 ハイトルク バーサターン ガイドワイヤー アボット バスキュラー ジャパン株式会社 013 経皮的冠動脈形成術用ｶﾃｰﾃﾙ用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ (2) 複合･高度狭窄部位用 ¥20,600

22700BZX00413000 ＬＣＰ プロキシマルティビアプレート ３．５ ローベンド （滅菌） 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

22700BZX00415000 順行性コロナリーカテーテル 富士システムズ株式会社 126 体外循環用ｶﾆｭｰﾚ (2) 心筋保護用ｶﾆｭｰﾚ ② ｺﾛﾅﾘｰ ¥6,650

22700BZX00423000 ｓｙｍａｒｅｃ フェモラルヘッド 株式会社マティス 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

22700BZX00426000 ボーンテンショニング システム スミス・アンド・ネフュー エンドスコピー株式会社 060 固定用内副子 (ｽｸﾘｭｰ) (6) 中空ｽｸﾘｭｰ (生体用合金Ⅱ･S) ¥22,800

22700BZX00426000 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

227AABZX00125000 パーカー気管チューブ スパイラル型 日本メディカルネクスト株式会社 027 気管内ﾁｭｰﾌﾞ (1) ｶﾌあり ② ｶﾌ上部吸引機能なし ｱ 標準型 ¥645

227AABZX00125000 027 気管内ﾁｭｰﾌﾞ (2) ｶﾌなし ¥635

22800BZX00001000 Ｒｅｖｉｖｅ ＳＥ 血栓除去デバイス ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 133 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ (9) 血栓除去用ｶﾃｰﾃﾙ ④ 脳血栓除去用 ｳ 自己拡張
型

¥379,000

22800BZX00002000 メイラ尺骨骨切りプレート メイラ株式会社 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

22800BZX00003000 メイラクラビキュラー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 ¥80,700

22800BZX00004000 メイラフィブラ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 ¥80,700

22800BZX00005000 Ｆｉｇｕｌｌａ Ｆｌｅｘ ＩＩ ＡＳＤ閉鎖セット 日本ライフライン株式会社 131 経皮的心房中隔欠損閉鎖ｾｯﾄ ¥791,000

22800BZX00008000 ハナコ・ＩＲカテーテル ハナコメディカル株式会社 009 血管造影用ｶﾃｰﾃﾙ (1) 一般用 ¥2,540
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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 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) ② 低体重

者･小児用
¥143,000

16100BZZ00636000 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

16100BZZ00636000 127 人工心肺回路 (6) 個別機能品 ③ ﾊｰﾄﾞｼｪﾙ静脈ﾘｻﾞｰﾊﾞｰ ¥32,600

21300BZZ00195000 マイホームぴこセット テルモ株式会社 004 腹膜透析液交換ｾｯﾄ (2) 回路 ② APDｾｯﾄ ¥5,450

21500BZZ00093000 人工心肺回路 川澄化学工業株式会社 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

21500BZZ00093000 127 人工心肺回路 (6) 個別機能品 ③ ﾊｰﾄﾞｼｪﾙ静脈ﾘｻﾞｰﾊﾞｰ ¥32,600

21700BZY00477000 ソーラー トータルショルダーシステム 日本ストライカー株式会社 059 ｵﾌﾟｼｮﾝ部品 (5) 人工肩関節再置換用ｽﾃﾑﾍｯﾄﾞ ¥179,000

22400BZX00437000 アクティブアーティキュレーション Ｅ１ ジンマー・バイオメット合同会社 057 人工股関節用材料 (1) 骨盤側材料 ⑤ ﾃﾞｭｱﾙﾓﾋﾞﾘﾃｨ用ﾗｲﾅｰ ¥58,200

22500BZX00014000 エリプス Ｌｉｍｉｔｅｄ セント・ジュード・メディカル株式会社 117 植込型除細動器 (2) 植込型除細動器 (Ⅲ型) ② MRI対応型 ¥3,240,000

22500BZX00014000 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

22500BZX00014A01 ニュートリノ ＩＣＤ Ｌｉｍited セント・ジュード・メディカル株式会社 117 植込型除細動器 (2) 植込型除細動器 (Ⅲ型) ② MRI対応型 ¥3,240,000

22500BZX00014A01 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

22500BZX00329000 エリプス セント・ジュード・メディカル株式会社 117 植込型除細動器 (2) 植込型除細動器 (Ⅲ型) ② MRI対応型 ¥3,240,000

22500BZX00329000 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

22500BZX00329A01 ニュートリノ ＩＣＤ セント・ジュード・メディカル株式会社 117 植込型除細動器 (2) 植込型除細動器 (Ⅲ型) ② MRI対応型 ¥3,240,000

22500BZX00329A01 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

22700BZX00252000 Ｆｒｅｅｚｏｒ 冷凍アブレーションカテーテルシリーズ 日本メドトロニック株式会社 123 経皮的ｶﾃｰﾃﾙ心筋焼灼術用ｶﾃｰﾃﾙ  (3)冷凍ｱﾌﾞﾚｰｼｮﾝ用 ② 補完型 ¥157,000

22700BZX00325000 カラベル マイクロカテーテル 朝日インテック株式会社 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

22700BZX00412000 キャニュレイテッドスクリュー システム インプラント ＴＡＮ（滅菌） ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 060 固定用内副子 (ｽｸﾘｭｰ) (5) 中空ｽｸﾘｭｰ (生体用合金Ⅰ･L) ¥25,400

22700BZX00416000 タークロス テルモ株式会社 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 ¥72,500

22700BZX00418000 クロスペリオＲＸ 株式会社カネカ 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 ¥72,500

227ADBZX00194000 ＬＭＡ ユニーク テレフレックスメディカルジャパン株式会社 027 気管内ﾁｭｰﾌﾞ (1) ｶﾌあり ② ｶﾌ上部吸引機能なし ｱ 標準型 ¥645

227ADBZX00195000 ＬＭＡ ファーストラック ＳＵ テレフレックスメディカルジャパン株式会社 027 気管内ﾁｭｰﾌﾞ (1) ｶﾌあり ② ｶﾌ上部吸引機能なし ｱ 標準型 ¥645

227ADBZX00196000 Ｄｒ．Ｂｒａｉｎ ＬＭＡ スプリーム テレフレックスメディカルジャパン株式会社 027 気管内ﾁｭｰﾌﾞ (1) ｶﾌあり ② ｶﾌ上部吸引機能なし ｱ 標準型 ¥645

227ADBZX00197000 ＬＭＡ フレキシブル ＳＵ テレフレックスメディカルジャパン株式会社 027 気管内ﾁｭｰﾌﾞ (1) ｶﾌあり ② ｶﾌ上部吸引機能なし ｱ 標準型 ¥645

227ADBZX00198000 ＬＭＡ ファーストラック ＥＴＴ ＳＵ テレフレックスメディカルジャパン株式会社 027 気管内ﾁｭｰﾌﾞ (1) ｶﾌあり ② ｶﾌ上部吸引機能なし ｱ 標準型 ¥645

227AMBZX00009000 ビゴン アーテリアル リーダーキャス 株式会社ビゴン・ジャポン 003 動脈圧測定用ｶﾃｰﾃﾙ (2) 末梢動脈圧測定用ｶﾃｰﾃﾙ ¥2,110

22800BZI00002000 コーラ ２５０ 日本ライフライン株式会社 112 ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ (1) ｼﾝｸﾞﾙﾁｬﾝﾊﾞ ② MRI対応型 ¥803,000

22800BZI00002000 112 ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ (6) ﾃﾞｭｱﾙﾁｬﾝﾊﾞ (Ⅳ型) ② MRI対応型 ¥1,040,000

22800BZI00003000 Ｚｕｒｐａｚ スティーラブルシース ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 001 血管造影用ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ (5) 遠位端可動型 ¥134,000

22800BZX00009000 オステオトランス・プラスＩＦスクリュー 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

22800BZX00010000 アローボーン－β－メディカル 株式会社ブレーンベース 078 人工骨 (1) 汎用型 ② 吸収型 ｱ 顆粒･ﾌｨﾗｰ 1g当たり\13,800

22800BZX00013000 Ａｒｍａｄａ １８ ＰＴＡバルーンカテーテル アボット バスキュラー ジャパン株式会社 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 ｱ 標準型 ¥50,300

22800BZX00016000 ＰｒｏＴｒａｃｋ マイクロカテーテル 日本ライフライン株式会社 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

22800BZX00018000 クロステラＯＴＷ 株式会社カネカ 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 ｱ 標準型 ¥50,300

22800BZX00018000 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 ¥72,500

22800BZX00021000 Ｖａｎｇｕａｒｄ ＲＰ セメントレスシステム ジンマー・バイオメット合同会社 058 人工膝関節用材料 (1) 大腿骨側材料 ① 全置換用材料 (直接固定型) ¥271,000

22800BZX00021000 058 人工膝関節用材料 (2) 脛骨側材料 ① 全置換用材料 (直接固定型) ｱ 標準型 ¥167,000

22800BZX00021000 058 人工膝関節用材料 (3) 膝蓋骨材料 ① 膝蓋骨置換用材料 (Ⅰ) ¥38,400

22800BZX00021000 058 人工膝関節用材料 (4) ｲﾝｻｰﾄ (Ⅰ) ¥56,900

22800BZX00021000 059 ｵﾌﾟｼｮﾝ部品 (2) 人工膝関節用部品 ① 人工関節用部品 (Ⅰ) ¥67,200

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３月１日
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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)

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３月１日

22800BZX00024000 ＪＬＬスティーラブルシース 日本ライフライン株式会社 001 血管造影用ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ (5) 遠位端可動型 ¥134,000

22800BZX00026000 Ｍｅｃｔａ－Ｃ ＴｉＰＥＥＫ Ｃｅｒｖｉｃａｌ ケージ メダクタジャパン株式会社 078 人工骨 (2) 専用型 ⑤ 椎体固定用 ｱ 1椎体用 ¥164,000

22800BZX00027000 ＭｅｃｔａＬＩＦ－ＴｉＰＥＥＫ Ｐｏｓｔｅｒｉｏｒ ケージ メダクタジャパン株式会社 078 人工骨 (2) 専用型 ⑤ 椎体固定用 ｱ 1椎体用 ¥164,000

22800BZX00028000 ＴｒｉＦｉｔ ＴＳ Ｈｉｐ ステム コリン・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

22800BZX00032000 Ｖａｎｇｕａｒｄ ＰＳＲＰ 人工膝関節システム ジンマー・バイオメット合同会社 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

22800BZX00032000 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

22800BZX00032000 058 人工膝関節用材料 (4) ｲﾝｻｰﾄ (Ⅰ) ¥56,900

22800BZX00066000 イノーバ バスキュラーステント 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 (2) 末梢血管用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ ① 一般型 ¥188,000

22800BZX00048000 Ｌｙｏｎシステム 帝人ナカシマ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 ② 大腿骨ｽﾃﾑ (間接固定型) ¥329,000

22800BZX00048000 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 ｱ 大腿骨ｽﾃﾑﾍｯﾄﾞ
(Ⅰ)

¥94,500

228AABZX00007000 ＣＯＯＫミニバスケット Ｃｏｏｋ Ｊａｐａｎ株式会社 136 胆道結石除去用ｶﾃｰﾃﾙｾｯﾄ (3) 採石用ﾊﾞｽｹｯﾄｶﾃｰﾃﾙ ¥40,000

228AABZX00009000 Ｆｕｓｉｏｎ エクストラクションバスケットカテーテル Ｃｏｏｋ Ｊａｐａｎ株式会社 136 胆道結石除去用ｶﾃｰﾃﾙｾｯﾄ (3) 採石用ﾊﾞｽｹｯﾄｶﾃｰﾃﾙ ¥40,000

228AABZX00010000 ＣＯＯＫメモリーソフトワイヤバスケット Ｃｏｏｋ Ｊａｐａｎ株式会社 136 胆道結石除去用ｶﾃｰﾃﾙｾｯﾄ (3) 採石用ﾊﾞｽｹｯﾄｶﾃｰﾃﾙ ¥40,000

6



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３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

228AGBZX00003000 ＲＶＧ デジタルＸ線センサ 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

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)
220AKBZX00160000 ジーシー ファイバーポスト Ｎ 株式会社ジーシー 059 ﾌｧｲﾊﾞｰﾎﾟｽﾄ 支台築造用 1本\892

223AFBZX00139000 コア ｉｔ 株式会社歯愛メディカル 052 複合ﾚｼﾞﾝ 築造用 (硬化後ﾌｨﾗｰ60%以上) 1g\275

226AFBZX00041000 ファイバークリア ポスト ４Ｘ ペントロンジャパン株式会社 059 ﾌｧｲﾊﾞｰﾎﾟｽﾄ 支台築造用 1本\892

227AKBZX00120000 インフィニティ 株式会社歯愛メディカル 058 CAD/CAM冠用材料 1個\4,840

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)
220AFBZX00057000 ポリベースⅡ 株式会社ニッシン 043 義歯床用ｱｸﾘﾘｯｸ即時硬化樹脂 (粉末) 1g\28

220AFBZX00057000 044 義歯床用ｱｸﾘﾘｯｸ即時硬化樹脂 (液) 1mL\19

220AGBZX00286000 ホワイトポスト 有限会社デントレード 059 ﾌｧｲﾊﾞｰﾎﾟｽﾄ 支台築造用 １本\892

225AKBZX00135000 デンタルスクリューポスト 株式会社歯愛メディカル 057 ｽｸﾘｭｰﾎﾟｽﾄ 支台築造用 1本\62

22700BZX00208000 ストローマンインプラント（Ｒｏｘｏｌｉｄ ＳＬＡｃｔｉｖｅ）ＢＬＴ ストローマン・ジャパン株式会社 024 ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ体 (2) 標準型 (Ⅱ) ¥36,300

22700BZX00241000 ストローマンインプラント（Ｒｏｘｏｌｉｄ ＳＬＡｃｔｉｖｅ）ＢＬ ストローマン・ジャパン株式会社 024 ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ体 (2) 標準型 (Ⅱ) ¥36,300

22700BZX00428000 ストローマンインプラント（Ｒｏｘｏｌｉｄ ＳＬＡｃｔｉｖｅ）ＴＬ ストローマン・ジャパン株式会社 024 ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ体 (2) 標準型 (Ⅱ) ¥36,300

22800BZX00051000 アンキロス ヒーリングコンポーネント デンツプライ三金株式会社 025 暫間装着体 (1) 暫間装着体 (Ⅰ) ¥6,920

228AABZX00004000 ジーシー ジーセム リンクフォース 株式会社ジーシーデンタルプロダクツ 034 歯科用合着･接着材料Ⅰ (粉末･液) (1) ﾚｼﾞﾝ
系

1g\453

228AABZX00004000 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２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２８年３月１日
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