中医協

総－１ －２

２ ７ ． ８ ． ２ ６
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８月１日
承認番号又は認証番号
販売名
224ABBZX00011000
ＥＶＩＳ ＥＸＥＲＡ ＩＩＩ 上部消化管汎用ビデオスコープ ＯＬＹＭＰＵＳ ＧＩＦ－ＨＱ１９０

オリンパスメディカルシステムズ株式会社

保険適用希望者

特定診療報酬算定医療機器の区分
内視鏡

226AABZX00049000

ケー・エックスⅢ

朝日レントゲン工業株式会社

診断用Ｘ線装置

22700BZX00062000

ダイナトロン７０９ソラリスプラス Ｄ７１９

東京医研株式会社

低周波治療器

22700BZX00062000

超音波治療器

22700BZX00062000

光線治療器（Ⅰ）

22700BZX00062000

光線治療器（Ⅱ）

227ADBZX00113000

ＶｉｅｗＭａｔｅ ＺＳ３ 超音波画像診断装置

セント・ジュード・メディカル株式会社

超音波検査装置（Ⅱ）

22700BZX00187000

自動体外式除細動器 ＡＥＤ－３１００ カルジオライフ

日本光電工業株式会社

除細動器

22700BZX00190000

自動心臓マッサージ装置 ＲＭＵ シリーズ

日本光電工業株式会社

心マッサージ器

22700BZX00194000

呼気ＮＯモニターＮＯｂｒｅａｔｈ

原田産業株式会社

呼気ガス分析装置

22700BZX00197000

グリーンレーザ光凝固装置 ＧＹＣ－５００

株式会社ニデック

眼科用光凝固装置

227AABZX00036000

電子内視鏡 ＥＩ－５８０ＢＴ

富士フイルム株式会社

内視鏡

227ABBZX00035000

汎用超音波画像診断装置 Ｖｉｖid Ｅ９５

ＧＥヘルスケア・ジャパン株式会社

超音波検査装置（Ⅱ）

227ABBZX00060000

大腸ビデオスコープ ＯＬＹＭＰＵＳ ＣＦ ＴＹＰＥ Ｙ００６３

オリンパスメディカルシステムズ株式会社

内視鏡

227ADBZX00104000

エコースクリーンⅢシリーズ

日本光電工業株式会社

ＯＡＥ検査装置

227AFBZX00051000

チェストグラフ ＨＩ－３０１

チェスト株式会社

電子スパイロメータ

227AFBZX00051A01

マイクロスパイロ ＨＩ－３０２

チェスト株式会社

電子スパイロメータ

227AGBZX00030A01

ジージーＲ ７２００Ｄ

ケアストリームヘルス株式会社

デジタル撮影装置

227AGBZX00056000

ボルグ ピクタープラス

株式会社キーラー・アンド・ワイナー

眼底カメラ（Ⅰ）

227AIBZX00003000

ソリウス ＳＯＬ－１

ミナト医科学株式会社

低周波治療器

227ADBZX00104000

誘発反応測定装置

1

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８月１日
販売名

承認番号又は認証番号

保険適用希望者

決定機能区分

償還価格
(円)

15300BZZ00123000

ＪＭＳ人工心肺回路

株式会社ジェイ・エム・エス

127 人工心肺回路 (6) 個別機能品 ⑥ 回路洗浄用ﾌｨﾙﾀｰ

16300BZZ01606000

カワスミカーディオプレジオセット

川澄化学工業株式会社

127 人工心肺回路 (3) 心筋保護回路

¥18,300

16300BZZ01606000

127 人工心肺回路 (6) 個別機能品 ④ 心筋保護用貯液槽

¥12,600

16300BZZ01606000

127 人工心肺回路 (6) 個別機能品 ⑥ 回路洗浄用ﾌｨﾙﾀｰ

16300BZZ01606000

127 人工心肺回路 (6) 個別機能品 ⑧ 熱交換器

22600BZX00328000

ゼルウィーブ エレファントトランク用

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

22600BZX00266000

ＯＡＳＩＳ 細胞外マトリックス

Ｃｏｏｋ Ｊａｐａｎ株式会社

102 真皮欠損用ｸﾞﾗﾌﾄ

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

085 脳深部刺激装置用リードセット（４極用）

22700BZI00005A01

コーラ １００－Ｊ

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

22700BZI00005A01

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

¥4,830

¥4,830
¥14,900
¥294,000
1㎠当たり\452
¥144,000
¥803,000
¥1,040,000

22700BZI00019000

ＣＲＯＷＮ／ＰＲＴ生体弁

日本ライフライン株式会社

120 生体弁 (3) 異種心膜弁 (Ⅱ)

¥953,000

22700BZX00042000

ＭａｉｎｓｔａｙネックＶ３０

京セラ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 ① 大腿骨ｽﾃﾑ (直接固定型) ｱ 標準型

¥424,000

22700BZX00067000

マイクロカテーテルⅥ

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

22700BZX00103000

スミウス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 (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

22700BZX00109000

ＰＩＣＣ キットⅡ

東洋紡株式会社

021 中心静脈用ｶﾃｰﾃﾙ (1) 標準型 ① ｼﾝｸﾞﾙﾙｰﾒﾝ ｲ ｾﾙｼﾞﾝｶﾞｰ型

22700BZX00109000
22700BZX00180000

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
Ｓサービカルスパイナルシステム

株式会社ロバート・リード商会

064 脊椎固定用材料 (1) 脊椎ﾛｯﾄﾞ

22700BZX00180000

064 脊椎固定用材料 (6) 脊椎ｽｸﾘｭｰ (可動型)

22700BZX00180000

064 脊椎固定用材料 (7) 脊椎ｺﾈｸﾀｰ

22700BZX00180000

064 脊椎固定用材料 (8) ﾄﾗﾝｽﾊﾞｰｽ固定器

22700BZX00181000

アシュリティ ＭＲＩ

セント・ジュード・メディカル株式会社

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

22700BZX00181000
22700BZX00181A01

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
ゼネックス ＭＲＩ

セント・ジュード・メディカル株式会社

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

22700BZX00181A01
22700BZX00182000

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
エンデュリティ ＭＲＩ

セント・ジュード・メディカル株式会社

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

22700BZX00182000
22700BZX00182A01

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
ゼナス ＭＲＩ

セント・ジュード・メディカル株式会社

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

22700BZX00182A01

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

22700BZX00184000

Ａｄｖａｎｃｅ ＬＰ２ ＰＴＡ バルーン拡張式カテーテル Ｃｏｏｋ Ｊａｐａｎ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

22700BZX00192000

フックピンシステム

メディカルトラスト株式会社

075 固定用金属線 (1) 金属線 ① ﾜｲﾔｰ

ピーター・ブレーム ＢＩＯＬＯＸ ｄｅｌta ボールヘッド

株式会社ピーター・ブレーム・ジャパン

22700BZX00192000
22700BZX00200000

2

¥1,930
¥7,190
¥44,300
¥104,000
¥44,900
¥68,400
¥803,000
¥1,040,000
¥803,000
¥1,040,000
¥803,000
¥1,040,000
¥803,000
¥1,040,000
¥72,500
1㎝当たり\17

075 固定用金属線 (2) 大転子専用締結器

¥128,000

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

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８月１日
承認番号又は認証番号
22700BZX00179000
22700BZX00179000

販売名
EXCOR Pediatric 小児用体外設
置式補助人工心臓システム

保険適用希望者

決定機能区分

株式会社カルディオ

ー ※
129 補助人工心臓セット (1) 体外型 ② 小児用 ア 血液ポンプ

償還価格
(円)
ー ※
¥5,170,000

22700BZX00179000

129 補助人工心臓セット (1) 体外型 ② 小児用 イ 心尖部脱血用カニューレ

¥764,000

22700BZX00179000

129 補助人工心臓セット (1) 体外型 ② 小児用 ウ 心房脱血用カニューレ

¥708,000

22700BZX00179000

129 補助人工心臓セット (1) 体外型 ② 小児用 エ 動脈送血用カニューレ

¥712,000

22700BZX00179000

129 補助人工心臓セット (1) 体外型 ② 小児用 オ アクセサリーセット

¥342,000

22700BZX00179000

129 補助人工心臓セット (1) 体外型 ② 小児用 カ ドライビングチューブ

¥82,000

22700BZX00179000

129 補助人工心臓セット (1) 体外型 ② 小児用 キ カニューレコネクティングセット

¥152,000

22700BZX00179000

129 補助人工心臓セット (1) 体外型 ② 小児用 ク カニューレエクステンションセット

¥152,000

※特定保険医療材料ではなく、技術料にて評価する製品。

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８月１日
承認番号又は認証番号
226AABZX00049000

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

ケー・エックスⅢ

朝日レントゲン工業株式会社

デンタルＸ線撮影装置

227AGBZX00030A01

ジージーＲ ７２００Ｄ

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

227AGBZX00054000

コンピュレイ スキャンビー

トロフィー・ラジオロジー・ジャパン株式会社

歯科エックス線撮影デジタル映像化処理装置

226AABZX00049000

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８月１日
承認番号又は認証番号
221AFBZX00026A02

販売名
アンカーｅ レジン ＳＬ

保険適用希望者

決定機能区分

株式会社クエスト

041 義歯床用ｱｸﾘﾘｯｸ樹脂 (粉末 JIS適合品)

221AFBZX00026A02

042 義歯床用ｱｸﾘﾘｯｸ樹脂 (液 JIS適合品)

227AFBZX00046000

アンカーｅ レジン

株式会社クエスト

041 義歯床用ｱｸﾘﾘｯｸ樹脂 (粉末 JIS適合品)

227AFBZX00050000

エステライトブロック

株式会社トクヤマデンタル

058 CAD/CAM冠用材料

227AFBZX00052000

エムシーピーボンド

サンメディカル株式会社

037 ﾀﾞｲﾚｸﾄﾎﾞﾝﾄﾞ用ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ材

227AGBZX00058000

ｉＹ メタルブラケット

デンツプライ三金株式会社

004 ﾀﾞｲﾚｸﾄﾎﾞﾝﾄﾞ用ﾌﾞﾗｹｯﾄ

3

償還価格
(円)
1g\5
1mL\4
1g\5
1個\4,840
1g\774
1個\294

