
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７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

16300BZY01130000 小型紫外線治療器 ＰＵＶＡ２００ 株式会社ヤヨイ 光線治療器（Ⅱ）

20100BZY01126000 三面縦型 紫外線治療器 ＰＵＶＡ１００ 株式会社ヤヨイ 光線治療器（Ⅱ）

20600BZY00155000 六面縦型 紫外線治療器 ＰＵＶＡ１０００ 株式会社ヤヨイ 光線治療器（Ⅱ）

21300BZY00287000 全身立位照射型紫外線治療器 株式会社ヤヨイ 光線治療器（Ⅱ）

21400BZY00377000 レクセルガンマナイフ Ｍｏｄｅｌ－Ｃ エレクタ株式会社 治療用定位コバルト６０密封線源装置

21500BZY00437000 紫外線治療器 ５０４０ 株式会社ヤヨイ 光線治療器（Ⅱ）

21500BZY00438000 スタンド型 ８０１ 株式会社ヤヨイ 光線治療器（Ⅱ）

21600BZY00432000 小型紫外線治療器 １８１ 株式会社ヤヨイ 光線治療器（Ⅱ）

220AGBZX00259A02 フィンガーティップパルスオキシメータ ＯＸＩ ＣＵＴＥ 株式会社コーケン パルスオキシメータ

221AFBZX00125000 キャビン型紫外線治療器 ７００２ 株式会社ヤヨイ 光線治療器（Ⅱ）

221AKBZX00162000 Ｃ－ＭＡＣビデオ喉頭鏡 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

222AFBZX00092000 紫外線照射装置 ＵＶ８０２Ｌ 株式会社ヤヨイ 光線治療器（Ⅱ）

222AGBZX00098A01 フィンガーティップパルスオキシメータ ＯＸＩ ＨＯＬＴＥＲ 株式会社コーケン パルスオキシメータ

222AKBZX00036000 ビデオリノラリンゴスコープ 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

223AGBZX00117000 フィンガーティップパルスオキシメータ ＯＸＩ ＣＬＩＰ 株式会社コーケン パルスオキシメータ

224AFBZX00084000 紫外線照射装置 ＵＶ３０２Ｌ 株式会社ヤヨイ 光線治療器（Ⅱ）

224AFBZX00113000 紫外線照射装置 ＵＶ１０９ 株式会社ヤヨイ 光線治療器（Ⅱ）

226AFBZX00035000 紫外線治療器 ＵＶ１００Ｌ 株式会社ヤヨイ 光線治療器（Ⅱ）

226AFBZX00036000 キャビン型紫外線治療器 ＵＶ５００１ 株式会社ヤヨイ 光線治療器（Ⅱ）

226AFBZX00154000 キャビン型紫外線治療器 ＵＶ５０４０ 株式会社ヤヨイ 光線治療器（Ⅱ）

226AFBZX00156000 キャビン型紫外線治療器 ＵＶ７００１ 株式会社ヤヨイ 光線治療器（Ⅱ）

226AFBZX00160000 紫外線治療器 ＵＶ１８２Ｌ 株式会社ヤヨイ 光線治療器（Ⅱ）

226AFBZX00173000 紫外線治療器 ＵＶ１８１ 株式会社ヤヨイ 光線治療器（Ⅱ）

22700BZX00127000 自動心肺蘇生器 Ｃｌｏｖｅｒ３０００ 株式会社コーケン 心マッサージ器

22700BZX00161000 ファビアン エア・ウォーター株式会社 人工呼吸器

22700BZX00166000 高周波治療器 テクノシックスＲＣ インターリハ株式会社 高周波治療器

227AABZI00018000 低周波治療器

227AABZI00018000 超音波治療器

227ABBZX00037000 汎用超音波画像診断装置 Ａｉｘｐｌｏｒｅｒ コニカミノルタ株式会社 超音波検査装置（Ⅱ）

227ABBZX00052000 日立ＭＲイメージング装置 ＡＩＲＩＳ Ｌｉｇht 株式会社日立メディコ ＭＲＩ装置

227ABBZX00055000 耳鼻咽喉ビデオスコープ ＯＬＹＭＰＵＳ ＥＮＦ－Ｙ００２５ オリンパスメディカルシステムズ株式会社 内視鏡

227ADBZX00043000 インバータ式回診用Ｘ線装置 Ｍｏｂｉｒｅｘ ＩＭＥ－３０００Ｄ 東芝メディカルシステムズ株式会社 診断用Ｘ線装置

227ADBZX00058000 デジタルラジオグラフィ装置 ＴＦＤ－２０２０Ａ 東芝メディカルシステムズ株式会社 デジタル撮影装置

227ADBZX00063000 デジタルラジオグラフィ装置 ＴＦＤ－２５００Ａ 東芝メディカルシステムズ株式会社 デジタル撮影装置

227ADBZX00071000 モニタ

227ADBZX00071000 体液量等測定装置（Ⅲ）

227ADBZX00082000 マシモ ＳＥＴ フィンガーパルスオキシメータ マイティサット マシモジャパン株式会社 パルスオキシメータ

227AGBZX00046000 パルスフィット ＢＯ－７５０ 日本精密測器株式会社 パルスオキシメータ

227AHBZX00005000 ほたる 大陽日酸株式会社 酸素供給装置（Ⅲ）

227AIBZX00020000 デジタル ＪＡＷ システム インターリハ株式会社 筋電計（Ⅰ）

227ALBZX00006000 ＭＩＺＵＨＯ ＰＩＮＰＯＩＮＴ カラー蛍光内視鏡システム エンドスコープ ミズホ株式会社 内視鏡

コンビネーション治療装置 ＣＴ－７ オージー技研株式会社

Ｃｈｅｅｔａｈ ＮＩＣＯＭ Ｒｅｌｉａｎｔ システム ヴォーパル・テクノロジーズ株式会社
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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)
15300BZZ00123000 127 人工心肺回路 (1) ﾒｲﾝ回路 ① 抗血栓性あり ¥146,000

15300BZZ00123000 127 人工心肺回路 (3) 心筋保護回路 ¥18,300

15300BZZ00123000 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

15300BZZ00123000 127 人工心肺回路 (6) 個別機能品 ⑨ 安全弁 ¥5,480

15400BZY00135000 左心室ベント用安全弁 ＶＲＶ-Ⅱ コスモテック株式会社 127 人工心肺回路 (6) 個別機能品 ⑨ 安全弁 ¥5,480

16100BZZ00783000 ベスキチンＷ ニプロ株式会社 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

16200BZZ00768000 ベスキチンＦ ニプロ株式会社 012 皮膚欠損用創傷被覆材 (3) 筋･骨に至る創傷用 1㎠当たり\25

20700BZZ00672000 ベスキチンＷ－Ａ ニプロ株式会社 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

21200BZZ00459000 ナデシコ 株式会社ジェイ・エム・エス 012 血管造影用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ (3) 微細血管用 ¥15,500

22100BZX01110000 ニューモ・アクティベイトＥＶＬデバイス 秋田住友ベーク株式会社 098 内視鏡的食道静脈瘤結紮ｾｯﾄ (1) 内視鏡的食道静脈瘤結紮ｾｯﾄ (単発式) ¥15,100

22300BZX00141A01 ＢＭＸ－Ｊ薬剤溶出ステント 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

22600BZX00325000 ＳＴＡＲケージ 帝人ナカシマメディカル株式会社 078 人工骨 (2) 専用型 ⑤ 椎体固定用 ｱ 1椎体用 ¥164,000

22600BZX00486000 ＭｅｄｉＧｕｉｄｅ Ｃｏｏｌ Ｐａｔh Ｄｕｏ イリゲーションカテーテル セント・ジュード・メディカル株式会社 123 経皮的ｶﾃｰﾃﾙ心筋焼灼術用ｶﾃｰﾃﾙ (2) ｲﾘｹﾞｰｼｮﾝ型 ¥175,000

22600BZX00487000 ＣＰＳ ダイレクト ＭｅｄｉＧｕｉｄｅ セント・ジュード・メディカル株式会社 001 血管造影用ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ (3) 選択的導入用 (ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙを兼ねるもの) ¥16,600

22600BZX00488000 ＣＰＳ エクセル ＭｅｄｉＧｕｉｄｅ セント・ジュード・メディカル株式会社 012 血管造影用ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ (3) 微細血管用 ¥15,500

22600BZX00489000 ＣＰＳ エイム ＭｅｄｉＧｕｉｄｅ セント・ジュード・メディカル株式会社 001 血管造影用ｼｰｽｲﾝﾄﾛﾃﾞｭｰｻｰｾｯﾄ (3) 選択的導入用 (ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙを兼ねるもの) ¥16,600

22600BZX00495000 ＭｅｄｉＧｕｉｄｅ Ｌｉｖｅｗｉｒｅ カテーテル セント・ジュード・メディカル株式会社 114 体外式ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ用ｶﾃｰﾃﾙ電極 (2) 心臓電気生理学的検査機能付加型 ② 冠状静脈洞型 ¥92,500

22600BZX00524000 ＡＭＩＳ－Ｋ セメント ステム メダクタジャパン株式会社 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

22700BZX00025000 ＪＬＬ　イリゲーションカテーテル 日本ライフライン株式会社 123 経皮的カテーテル心筋焼灼術用カテーテル(2) イリゲーション型 ¥175,000

22700BZX00093000 ＰＴＡ バルーンカテーテルⅣ 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 ¥72,500

22700ＢＺＸ00147000 ＣＡＰＳＴＯＮＥ ＰＴＣ 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 078 人工骨 (2) 専用型 ⑤ 椎体固定用 ｱ 1椎体用 ¥164,000

22700BZX00150000 メイラエルボーロッキングプレートシステム メイラ株式会社 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

22700BZX00151000 メイラエルボーロッキングプレートシステム（滅菌） 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

22700BZX00154000 ＮｕＭＥＤ 弁拡張カテーテル 株式会社トライテック 130 心臓手術用ｶﾃｰﾃﾙ (5) 弁拡張用ｶﾃｰﾃﾙ ¥150,000

22700BZX00160000 077 人工靱帯 (1) 固定器具なし ¥75,400

22700BZX00160000 080 合成吸収性骨片接合材料 (6) ｽｰﾁｬｰｱﾝｶｰ ¥43,300

22700BZX00162000 Ｇ７ ＯｓｓｅｏＴｉ システム バイオメット・ジャパン合同会社 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

22700ＢＺＸ00163000 Ｌｉｍａ セメントレス グレノイド・システム 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

22700BZX00164000 058 人工膝関節用材料 (1) 大腿骨側材料 ③ 片側置換用材料 (直接固定型) ¥182,000

22700BZX00164000 058 人工膝関節用材料 (2) 脛骨側材料 ③ 片側置換用材料 (直接固定型) ¥186,000

22700BZX00168000 シンボテックス コンポジット メッシュ 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 ③ 腹膜欠損用 1㎠当たり\405

22700BZX00171000 ＡＬＰＳ プレートシステム バイオメット・ジャパン合同会社 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

22700BZX00173000 ＹＤＭキルシュナー鋼線 株式会社ＹＤＭ 076 固定用金属ﾋﾟﾝ (2) 一般用 ① 標準型 ¥496

227ABBZX00044000 ディスポーザブルバルーンダイレータ Ｖ－Ｓｙｓｔｅｍ （ナイフ付） オリンパスメディカルシステムズ株式会社 136 胆道結石除去用ｶﾃｰﾃﾙｾｯﾄ (2) 経内視鏡ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ ③ 十二指腸乳頭拡張機能付き ¥65,300

227ADBZX00079000 カネカ胆管拡張バルーン ＲＥＮ 株式会社カネカ 136 胆道結石除去用ｶﾃｰﾃﾙｾｯﾄ (2) 経内視鏡ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ ③ 十二指腸乳頭拡張機能付き ¥65,300

227AHBZX00011000 涙道チューブ ＭＡＳＴＥＲＫＡ カールツァイスメディテック株式会社 023 涙液･涙道ｼﾘｺﾝﾁｭｰﾌﾞ ¥18,900

227AHBZX00013000 鼻涙管拡張バルーンカテーテル Ｏｐｈｔａｃａｔｈ カールツァイスメディテック株式会社 023 涙液･涙道ｼﾘｺﾝﾁｭｰﾌﾞ ¥18,900

バイオメット・ジャパン合同会社

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７月１日

ＪＭＳ人工心肺回路 株式会社ジェイ・エム・エス

ＨＥＡＬＩＣＯＩＬ ＲＧ スーチャーアンカー ＵＬＴＲＡＴＡＰＥ付 スミス・アンド・ネフュー エンドスコピー株式会社

バイオメット オックスフォード セメントレス システム
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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)
22600BZX00403000 トラベキュラーメタル　オーギュメント ジンマー株式会社 059　オプション部品(2)人工膝関節用部品　②人工関節用部品（Ⅱ） ¥216,000

22600BZX00454000 ＣＯＯＫ Ｚｅｎｉｔｈ 大動脈解離用エンドバスキュラーシステム Ｃｏｏｋ Ｊａｐａｎ株式会社 146 大動脈用ｽﾃﾝﾄｸﾞﾗﾌﾄ (5) 大動脈解離用ｽﾃﾝﾄｸﾞﾗﾌﾄ (ﾒｲﾝ部分) ¥1,520,000

22600BZX00454000 146 大動脈用ｽﾃﾝﾄｸﾞﾗﾌﾄ (6) 大動脈解離用ｽﾃﾝﾄｸﾞﾗﾌﾄ (補助部分) ¥338,000

22600BZX00454000 146 大動脈用ｽﾃﾝﾄｸﾞﾗﾌﾄ (7) 大動脈解離用ｽﾃﾝﾄｸﾞﾗﾌﾄ （ベアステント) ¥878,000

22700BZX00072000 イトレヴィア　7 CRT-D QP ProMRI 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　②ＭＲＩ対応型 ¥4,500,000（¥4,610,000)　※

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７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
227AFBZI00034000 歯科パノラマ断層撮影デジタル映像化処理装置

227AFBZI00034000 パノラマ断層撮影装置

227AFBZI00035000 プレビスタ スキャンアルファ ３Ｄ 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

227AIBZX00020000 デジタル ＪＡＷ システム インターリハ株式会社 下顎運動路描記装置

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)
09B1X0000506XO01 011 ﾍｯﾄﾞｷﾞｱ ﾘﾄﾗｸﾀｰ用 1個\7,640

09B1X0000506XO01 012 ﾍｯﾄﾞｷﾞｱ ﾌﾟﾛﾄﾗｸﾀｰ用 1個\10,000

09B1X0000506XO01 013 ﾁﾝｷｬｯﾌﾟ ﾘﾄﾗｸﾀｰ用 1個\3,280

09B1X0000506XO01 014 ﾁﾝｷｬｯﾌﾟ ﾌﾟﾛﾄﾗｸﾀｰ用 1個\2,000

09B1X0000506XO02 サンキンＫＴチンキャップ デンツプライ三金株式会社 013 ﾁﾝｷｬｯﾌﾟ ﾘﾄﾗｸﾀｰ用 1個\3,280

09B1X0000507XO01 シンプルリトラクター デンツプライ三金株式会社 011 ﾍｯﾄﾞｷﾞｱ ﾘﾄﾗｸﾀｰ用 1個\7,640

09B1X00005Z00070 サンキンリトラクター デンツプライ三金株式会社 011 ﾍｯﾄﾞｷﾞｱ ﾘﾄﾗｸﾀｰ用 1個\7,640

サンキン プロトラクター デンツプライ三金株式会社

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７月１日

※括弧内は、迅速加算込み価格。

プレビスタ スキャンアルファ 株式会社スマートプラクティスジャパン

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７月１日
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