
承認番号または認証番号 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

22400BZX00095000 アバンシィ１Ｐ 興和株式会社 後房レンズ

22400BZX00482000 ＭｙＫｎｅｅ カッティングブロック メダクタジャパン株式会社 患者適合型手術支援ガイド

224ADBZX00077000 超音波血流計 ＡｕｒｅＦｌｏ トランソニックジャパン株式会社 体液量等測定装置（Ⅴ）

225ADBZX00154000 透析モニターＨＤ０３ トランソニックジャパン株式会社 体液量等測定装置（Ⅴ）

22600BZX00496000 バーサイス ＤＢＳ 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 脳深部刺激・脊髄刺激・迷走神経刺激装置送信器

226ABBZX00167000 パルスオキシメータ ＴＭ１１２１ オータックス株式会社 パルスオキシメータ

226ACBZX00061000 ベラディウス 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

226ACBZX00062000 分娩監視装置 Ａｖａｌｏｎ 株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン 分娩監視装置

226ADBZX00207000 マシモ ＩＳＡ サイドストリームガスモジュール マシモジャパン株式会社 呼気ガス分析装置

226AIBZX00059000 ソムノスクリーンＢＴシステム 株式会社フクダ産業 脳波計

226AIBZX00059000 パルスオキシメータ

226AIBZX00059000 筋電計（Ⅰ）

226AIBZX00065000 電気治療器 バイタルスティム モバイル ５９００ インターリハ株式会社 低周波治療器

226AKBZX00160000 フラワーＰＯ 株式会社小池メディカル パルスオキシメータ

22700BZX00014000 ＢＡＲＤ ＭＲＩポート 株式会社メディコン 植込型医薬品注入器

22700BZX00015000 ＢＡＲＤ ポート－Ｔｉ 株式会社メディコン 植込型医薬品注入器

22700BZX00016000 フィブロスキャン ４０２ 株式会社インターメディカル 肝硬度測定装置

22700BZX00030000 ナイオックス ＶＥＲＯ チェスト株式会社 呼気ガス分析装置

22700BZX00031000 ＥＶＡ 眼科手術システム アールイーメディカル株式会社 超音波白内障手術装置

22700BZX00035000 ＲＦＡ Ｌｅｓｉｏｎ システム 株式会社メディコスヒラタ ラジオ波手術器

22700BZX00036000 Ｘ線照射装置 ＳＡＮＧＲＡＹ 株式会社日立メディコ 血液Ｘ線照射装置

22700BZX00039000 ジンマー 膝関節用ＰＳＩ ジンマー株式会社 患者適合型手術支援ガイド

22700BZX00040000 ジンマー 肩関節用ＰＳＩ ジンマー株式会社 患者適合型手術支援ガイド

22700BZX00044000 ダイナスコープ ８０００シリーズ ＤＳ－８６００システム フクダ電子株式会社 モニタ

227AFBZI00005000 ＲＡＹＳＣＡＮ シンフォニー 株式会社スマートプラクティスジャパン ＣＴ撮影装置

227AIBZX00002000 ルミノス セッション Ｍａｘ シーメンス・ジャパン株式会社 診断用Ｘ線装置

227AIBZX00004000 モビレット ミラ Ｍａｘ シーメンス・ジャパン株式会社 診断用Ｘ線装置

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０３月０１日
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承認番号または認証番号 販売名 保険適用希望者 決定機能区分
償還価格

(円)
13B3X10138000006 レンフスプリントシート 華琳株式会社 056 副木 (1) 軟化成形使用型 ① 手指･足指用 ¥2,630

13B3X10138000006 056 副木 (1) 軟化成形使用型 ② 上肢用 ¥1,740

13B3X10138000006 056 副木 (1) 軟化成形使用型 ③ 下肢用 ¥4,610

13B3X10138000006 056 副木 (1) 軟化成形使用型 ④ 鼻骨用 ¥1,010

22600BZX00135000 プロヴォックス Ｖｅｇａ アトスメディカル名優株式会社 093 人工喉頭 (2) 呼気弁 ¥62,100

22600BZX00318000 ゼルウィーブＬｕｐｉaｅ テルモ株式会社 134 人工血管 (1) 永久留置型 ① 大血管用 ｳ 2分岐以上 ⅰ 標準型 ¥294,000

22600BZX00390000 Ｉｎ－ｌｉｎｅ 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

22600BZX00394000 ツーク システム ネオメディカル株式会社 075 固定用金属線 (2) 大転子専用締結器 ¥128,000

22600BZX00473000 イペリア ７ ＩＣＤ ＤＦ－１ 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 (2) 植込型除細動器 (Ⅲ型) ② MRI対応型 ¥3,240,000

22600BZX00496000 バーサイス ＤＢＳ 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 (7) 振戦軽減用 (16極以上用) 充電式 ¥2,090,000

22600BZX00496000 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 (2) ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ ¥34,800

22600BZX00534000 ＴＭＰ マイクロバルーンカテーテル 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 (6) ｵｸﾘｭｰｼﾞｮﾝｶﾃｰﾃﾙ ② 特殊型 ¥117,000

22600BZX00545000 メラＮＨＰエクセランＮＰ 泉工医科工業株式会社 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) ① 一般用 ¥134,000

22600BZX00545000 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

22600BZX00549000 ＲａｐｉｄＳｏｒｂ システム ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 080 合成吸収性骨片接合材料 (9) ﾋﾟﾝ ① 一般用 ¥41,000

22600BZX00550000 ＣｏＣｒ スクリュー バイオメット・ジャパン合同会社 060 固定用内副子 (ｽｸﾘｭｰ) (2) 一般ｽｸﾘｭｰ (生体用合金Ⅱ) ¥1,590

22700BZI00002000 ディデェコ人工心肺回路（ＰＴＳ） ソーリン・グループ株式会社 127 人工心肺回路 (6) 個別機能品 ⑤ ﾗｲﾝﾌｨﾙﾀｰ ¥17,100

22700BZI00002000 ディデェコ人工心肺回路（ＰＴＳ） ソーリン・グループ株式会社 127 人工心肺回路 (6) 個別機能品 ⑤ ﾗｲﾝﾌｨﾙﾀｰ ¥17,100

22700BZI00002000 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

22700BZI00005000 コーラ １００ 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

22700BZI00005000 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

22700BZX00002000 ＣＤＨ ＳＯＬＥＲＡ Ｖｏｙagerシステム ４．７５ 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 (1) 脊椎ﾛｯﾄﾞ ¥44,300

22700BZX00002000 064 脊椎固定用材料 (6) 脊椎ｽｸﾘｭｰ (可動型) ¥104,000

22700BZX00010000 エバキュアープラス 川澄化学工業株式会社 044 血漿交換用血漿分離器 ¥29,100

22700BZX00020000 ダイナジェン ＣＲＴ－Ｄ ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 144 両室ﾍﾟｰｼﾝｸﾞ機能付き植込型除細動器 (1) 単極又は双極用 ① 標準型 ¥4,040,000

22700BZX00020000 144 両室ﾍﾟｰｼﾝｸﾞ機能付き植込型除細動器 (2) 4極用 ① 標準型 ¥4,280,000

22700BZX00021000 ダイナジェン ＩＣＤ 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) ① 標準型 ¥2,910,000

22700BZX00021000 ダイナジェン ＩＣＤ 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 (4) 植込型除細動器 (Ⅴ型) ① 標準型 ¥2,940,000

22700BZX00022000 ＴＭＰ マイクロカテーテルⅡ 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

22700BZX00029000 アーセナル スパイナル フィクセーション システム 株式会社アルファテック・パシフィック 064 脊椎固定用材料 (1) 脊椎ﾛｯﾄﾞ ¥44,300

22700BZX00029000 064 脊椎固定用材料 (6) 脊椎ｽｸﾘｭｰ (可動型) ¥104,000

22700BZX00029000 064 脊椎固定用材料 (7) 脊椎ｺﾈｸﾀｰ ¥44,900

22700BZX00029000 064 脊椎固定用材料 (8) ﾄﾗﾝｽﾊﾞｰｽ固定器 ¥68,400

22700BZX00032000 オスピカ ＶＡＣＳ 平和物産株式会社 130 心臓手術用ｶﾃｰﾃﾙ (5) 弁拡張用ｶﾃｰﾃﾙ ¥150,000

22700BZX00033000 バランスド ニー システム ＴｒｉＭａｘ ＰＳ 株式会社日本エム・ディ・エム 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

22700BZX00033000 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

22700BZX00033000 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

22700BZX00033000 058 人工膝関節用材料 (5) ｲﾝｻｰﾄ (Ⅱ) ¥73,800

22700BZX00034000 アフィニティ Ｆｕｓｉｏｎ 人工肺 システム 日本メドトロニック株式会社 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) ① 一般用 ¥134,000

22700BZX00034000 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

22700BZX00034000 127 人工心肺回路 (6) 個別機能品 ⑤ ﾗｲﾝﾌｨﾙﾀｰ ¥17,100

22700ＢＺＸ00037000 プロスペース 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

22700BZX00038000 Ｌｉｎｅｕｍ ＣｏＣｒ ロッド 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 ¥44,300

22700BZX00038000 064 脊椎固定用材料 (5) 脊椎ｽｸﾘｭｰ (固定型) ¥74,000

22700BZX00038000 064 脊椎固定用材料 (6) 脊椎ｽｸﾘｭｰ (可動型) ¥104,000

22700BZX00038000 064 脊椎固定用材料 (4) 椎体ﾌｯｸ ¥70,900

22700BZX00038000 064 脊椎固定用材料 (7) 脊椎ｺﾈｸﾀｰ ¥44,900

22700BZX00038000 064 脊椎固定用材料 (2) 脊椎ﾌﾟﾚｰﾄ (S) ① 標準型 ¥39,500

22700BZX00038000 064 脊椎固定用材料 (8) ﾄﾗﾝｽﾊﾞｰｽ固定器 ¥68,400

227ABBZX00003000 腎・尿管用ニチノールワイヤーバスケット鉗子 オリンパスメディカルシステムズ株式会社 137 腎･尿管結石除去用ｶﾃｰﾃﾙｾｯﾄ ¥34,500

227ABBZX00003000 腎・尿管用ニチノールワイヤーバスケット鉗子 オリンパスメディカルシステムズ株式会社 137 腎･尿管結石除去用ｶﾃｰﾃﾙｾｯﾄ ¥34,500

227ADBZX00008000 ポルジェス エックスフロー カテーテル コロプラスト株式会社 039 膀胱留置用ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙｶﾃｰﾃﾙ (6) 圧迫止血 ¥4,630

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０３月０１日
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承認番号または認証番号 販売名 保険適用希望者 決定機能区分
償還価格

(円)

21500BZY00056000 ＮＣアフィニティ　ＣＶＲ付　人工肺 日本メドトロニック株式会社
127　人工心肺回路  (6)  個別機能品　③　ハードシェル静脈リザー
バー

¥32,600

21500BZY00118000 ＮＣカスタムパック 日本メドトロニック株式会社 125 遠心式体外循環用血液ポンプ　(1)  一般型　②抗血栓性なし ¥51,900

21500BZY00118000 125 遠心式体外循環用血液ポンプ　(2)　長期使用型 ¥78,200

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０３月０１日

承認番号または認証番号 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

227AFBZI00005000 ＲＡＹＳＣＡＮ シンフォニー 株式会社スマートプラクティスジャパン 歯科ＣＴ撮影装置

227AOBZI00001000 コンピューテッドラジオグラフ ＦｉｒｅＣＲ Ｄｅｎｔａｌ 株式会社エムビーエス 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０３月０１日

承認番号または認証番号 販売名 保険適用希望者 決定機能区分
償還価格

(円)
225AABZX00029000 ノーベル ゴールドシリンダー ノーベル・バイオケア・ジャパン株式会社 029 ｼﾘﾝﾀﾞｰ ¥8,110

22600BZX00422000 オーソアンカー Ｋ１システム デンツプライ三金株式会社 040 歯科矯正用ｱﾝｶｰｽｸﾘｭｰ 1本\3,710

226ABBZX00102000 パナビア Ｖ５ ペースト クラレノリタケデンタル株式会社 046 歯科用合着･接着材料Ⅰ (粉末･液) (1) ﾚｼﾞﾝ系 1g\453

226ABBZX00106000 パナビア Ｖ５ クラレノリタケデンタル株式会社 046 歯科用合着･接着材料Ⅰ (粉末･液) (1) ﾚｼﾞﾝ系 1g\453

226ADBZX00047000 ノーベル ヒーリングキャップ ノーベル・バイオケア・ジャパン株式会社 025 暫間装着体 (4) 暫間装着体 (Ⅳ) ¥2,570

226ADBZX00176000 ハーキュライト ウルトラフロー カボデンタルシステムズジャパン株式会社 049 歯科充填用材料 Ⅰ (1) 複合ﾚｼﾞﾝ系 1g\724

226ADBZX00176000 ハーキュライト ウルトラフロー カボデンタルシステムズジャパン株式会社 049 歯科充填用材料 Ⅰ (1) 複合ﾚｼﾞﾝ系 1g\724

227ACBZX00004000 キャストロイ－Ｃ デンケン・ハイデンタル株式会社 020 歯科鋳造用ｺﾊﾞﾙﾄｸﾛﾑ合金 鉤･ﾊﾞｰ用 1g\25

227ACBZX00004000 025 歯科鋳造用ｺﾊﾞﾙﾄｸﾛﾑ合金 床用 1g\28

227ACBZX00005000 ドリームキャスト デンケン・ハイデンタル株式会社 020 歯科鋳造用ｺﾊﾞﾙﾄｸﾛﾑ合金 鉤･ﾊﾞｰ用 1g\25

227ACBZX00005000 025 歯科鋳造用ｺﾊﾞﾙﾄｸﾛﾑ合金 床用 1g\28

227ACBZX00006000 スーパーキャストＣｏ デンケン・ハイデンタル株式会社 020 歯科鋳造用ｺﾊﾞﾙﾄｸﾛﾑ合金 鉤･ﾊﾞｰ用 1g\25

227ACBZX00006000 025 歯科鋳造用ｺﾊﾞﾙﾄｸﾛﾑ合金 床用 1g\28

227AFBZX00007000 シグナム ハイブリッドレジン ブランク ヘレウス クルツァー ジャパン株式会社 058 CAD/CAM冠用材料 1個\4,840

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０３月０１日
（平成２７年３月４日の中医協総会にて承認された、日本メドトロニック株式会社の人工心肺回路にかかるもの）
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