中 医 協
総 － １
２ ７ ． ９ ． ９
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９月１日
承認番号又は認証番号
21600ＢＺＺ00649000
クーデック輸液ポンプ

販売名

保険適用希望者
大研医器株式会社

特定診療報酬算定医療機器の区分
麻酔用精密持続注入器

21600ＢＺＺ00649000

注入ポンプ（Ⅰ）

21600ＢＺＺ00649000

注入ポンプ（Ⅲ）

21600ＢＺＺ00649000
22400BZI00001000

精密持続点滴装置
ライフパック １５

フィジオコントロールジャパン株式会社

除細動器

22400BZI00001000

心電計（Ⅱ）

22400BZI00001000

パルスオキシメータ

22400BZI00001000

モニタ

22400BZI00001000

体外型心臓ペースメーカ

22600ＢＺＸ00017000

ネオフィードＥＮポンプ ＴＯＰ－Ａ６００

株式会社トップ

注入ポンプ（Ⅲ）

226ALBZX00006A01

オキシマーレ Ｓ－１１６

シースター株式会社

パルスオキシメータ

226ALBZX00007A03

オキシローザ Ｓ－１１５

シースター株式会社

パルスオキシメータ

226AMBZX00002000

ＰＡＰＡＹＡシリーズ

株式会社ＧＥＮＯＲＡＹ ＪＡＰＡＮ

ＣＴ撮影装置

22700BZX00186000

ＣＡＲＥＳＣＡＰＥ セントラルステーション

ＧＥヘルスケア・ジャパン株式会社

モニタ

22700BZX00204000

スマートベンチレータ Ｖｉｖo ６０

チェスト株式会社

在宅人工呼吸器（Ⅰ）

22700BZX00206000

ナカシマ足関節ガイド

帝人ナカシマメディカル株式会社

患者適合型手術支援ガイド

22700BZX00216000

Ｇｏｌｄ Ａｎｃｈｏｒ マーカ

安西メディカル株式会社

経皮病変識別マーカ

227AABZX00037000

ヘルスモニター Ｃｈｅｃｋｍｅ Ｌｉｔｅ

三栄メディシス株式会社

リアルタイム解析型心電図記録計

22700BZX00204000

人工呼吸器

227AABZX00037000
227AABZX00038000

パルスオキシメータ
ヘルスモニター Ｃｈｅｃｋｍｅ Ｐｒｏ

三栄メディシス株式会社

227AABZX00047000

汎用超音波画像診断装置 アキュソン Ｐ５００

シーメンス・ジャパン株式会社

超音波検査装置（Ⅱ）

227AABZX00048000

電子内視鏡 ＥＧ－Ｌ５８０ＲＤ

富士フイルム株式会社

内視鏡

227AABZX00052000

超音波内視鏡 ＥＧ－５３０ＵＬ２

富士フイルム株式会社

内視鏡

227ABBZX00048000

光トポグラフィ装置 ＥＴＧ－４１００

株式会社日立メディコ

光トポグラフィー

227ABBZX00062000

上部消化管汎用ビデオスコープ ＯＬＹＭＰＵＳ ＧＩＦ－Ｙ００７７

オリンパスメディカルシステムズ株式会社

内視鏡

227ABBZX00064000

大腸ビデオスコープ ＯＬＹＭＰＵＳ ＣＦ－Ｙ００６０－Ⅰ

オリンパスメディカルシステムズ株式会社

内視鏡

227ABBZX00072000

コーワ ｎｏｎｍｙｄ ８

興和株式会社

眼底カメラ（Ⅲ）

227AFBZX00075000

スマート ドーズ

日本ルフト株式会社

呼吸同調式レギュレータ

227AGBZX00062000

携帯型Ｘ線撮影装置 ＰＸ－２０ＢＴ ｍｉｎｉ

株式会社ケンコー・トキナー

診断用Ｘ線装置

227AGBZX00078000

Ｄｒ．酸素７Ｌ

山陽電子工業株式会社

酸素供給装置（Ⅰ）

227AGBZX00078A01

さわやかサンソ－７

山陽電子工業株式会社

酸素供給装置（Ⅰ）

227AGBZX00078A02

Ｒｅｇｕｌｕｓ７ （レグルス７）

山陽電子工業株式会社

酸素供給装置（Ⅰ）

227AABZX00038000

リアルタイム解析型心電図記録計
パルスオキシメータ

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９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)

21500BZZ00093000

人工心肺回路

川澄化学工業株式会社

127 人工心肺回路 (1) ﾒｲﾝ回路 ② 抗血栓性なし

¥132,000

21800BZX10056000

キャピオックスカスタムパック

テルモ株式会社

¥134,000

21800ＢＺＹ10128000

ＰＯＳＩＴＩＯＮ スーチャーディスク

ビー・ブラウンエースクラップ株式会社

22700BZX00188000

セイフアクセス 輸液セット Ｐ

日本コヴィディエン株式会社

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
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)
002 在宅中心静脈栄養用輸液ｾｯﾄ (1) 本体

22700BZX00199000

ＪＬＬ ＰＰＩ カテーテル １

日本ライフライン株式会社

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 ｲ 特殊型

¥72,500

22700BZX00210000

キャピオックス遠心ポンプＳＬ

テルモ株式会社

125 遠心式体外循環用血液ﾎﾟﾝﾌﾟ (2) 長期使用型

¥78,200

22700BZX00211000

ＧｕｉｄｅＬｉｎｅｒ ＰＶ カテーテル

日本ライフライン株式会社

133 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ (16) 狭窄部貫通用ｶﾃｰﾃﾙ

¥48,000

22700BZX00217000

ノーベル サービカル ＰＥＥＫ

株式会社アルファテック・パシフィック

078 人工骨 (2) 専用型 ⑤ 椎体固定用 ｱ 1椎体用

22700BZX00220000

Ｅｕｐｈｏｒａ ＰＴＣＡバルーンカテーテル

日本メドトロニック株式会社

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

227ABBZX00074000

ディスポーザブル注射針 ＮＭ６００／６１０

オリンパスメディカルシステムズ株式会社

097 食道静脈瘤硬化療法用ｾｯﾄ (1) 食道静脈瘤硬化療法用穿刺針

¥35,200
¥1,880

¥164,000
¥67,300
¥4,340

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９月１日
販売名

承認番号又は認証番号

保険適用希望者

特定診療報酬算定医療機器の区分

226AMBZX00002000

ＰＡＰＡＹＡシリーズ

株式会社ＧＥＮＯＲＡＹ ＪＡＰＡＮ

歯科ＣＴ撮影装置

227AIBZX00024000

エキスパート ＤＣ

カボデンタルシステムズジャパン株式会社

歯科エックス線撮影デジタル映像化処理装置

227AIBZX00024000
227ALBZX00009000

デンタルＸ線撮影装置
ＰＳ ピックス２

白水貿易株式会社

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９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

22700BZX00167000

ストローマンインプラント（Ｔｉ ＳＬＡ）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)

227AFBZX00077000

ＣＮ セラ パール

株式会社カム・ネッツ

058 CAD/CAM冠用材料

227AGBZX00060000

ｉＹ バッカルチューブ

デンツプライ三金株式会社

005 ﾁｭｰﾌﾞ

2

償還価格
(円)
¥36,300
1個\4,840
1個\434

