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１２月１日
承認番号又は認証番号
販売名
222AGBZX00219A01
デジタル眼底カメラ ＣＲ－２ ＡＦ

キヤノン株式会社

保険適用希望者
眼底カメラ（Ⅰ）

22700BZI00027000

スリープメイト１０

レスメド株式会社

在宅人工呼吸器（Ⅲ）

22700BZX00118000

プレシジョン スペクトラ ＳＣＳ 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

22700BZX00254000

ＪＭＳシリンジポンプ ＳＰ－１２０

株式会社ジェイ・エム・エス

精密持続点滴装置

22700BZX00254000

注入ポンプ（Ⅲ）

22700BZX00254000
22700BZX00308000

麻酔用精密持続注入器
半自動除細動器 ＴＥＣ－２６０３ カルジオライフ Ｓ

日本光電工業株式会社

22700BZX00308000
22700BZX00309000

特定診療報酬算定医療機器の区分

除細動器
モニタ

自動体外式除細動器 ＴＥＣ－２６０１ カルジオライフ Ｓ

日本光電工業株式会社

22700BZX00309000

除細動器
モニタ

22700BZX00311000

ＬＳＯ１４７０ レーザー

株式会社メディコスヒラタ

レーザー手術装置（Ⅳ）

227AABZX00095000

オートレフケラト／トノ／パキメータ ＴＯＮＯＲＥＦⅢ

株式会社ニデック

角膜曲率半径計測装置

227AABZX00095000

眼圧計

227AABZX00095000

調節検査装置

227ABBZX00108000

超音波診断装置 ＡＲＩＥＴＴＡ Ｐｒｅｃｉｓｉｏｎ

日立アロカメディカル株式会社

超音波検査装置（Ⅱ）

227ADBZX00164000

バイオグラフ ホライズン

シーメンス・ジャパン株式会社

ポジトロンＣＴ装置（Ⅱ）

227ADBZX00164000

ポジトロンＣＴ装置（Ⅰ）

227ADBZX00164000

ＣＴ撮影装置

227ADBZX00165000

Ｚｉｅｈｍ Ｖｉｓｉｏｎ ＦＤ Ｖａｒio ３Ｄ Ｘ線透視診断装置

東洋メディック株式会社

診断用Ｘ線装置

227ADBZX00177000

クリーンサンソ ＦＨ－７１０

フクダ電子株式会社

酸素供給装置（Ⅰ）

227ADBZX00178000

東芝スキャナ Ａｑｕｉｌｉｏｎ ＯNE ＴＳＸ－３０５Ａ

東芝メディカルシステムズ株式会社

ＣＴ撮影装置

227AFBZX00028000

オーエムジーＳ６

株式会社テクノリンク

低周波治療器

227AGBZX00089000

生体信号測定器 ＨＭＣ－１０

株式会社パラマ・テック

モニタ

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１２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

21500BZZ00093000

人工心肺回路

川澄化学工業株式会社

127 人工心肺回路 (6) 個別機能品 ⑨ 安全弁

219AABZX00275000

ＪＭＳ親水性フォーリーカテーテル

株式会社ジェイ・エム・エス

010 在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙｶﾃｰﾃﾙ (2) 2管一般 (Ⅱ)

219AABZX00275000
226AIBZX00063000

010 在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙｶﾃｰﾃﾙ (5) 特定 (Ⅱ)
ＲＵＳＣＨ フォーリーカテーテル

テレフレックスメディカルジャパン株式会社

償還価格
(円)
¥5,480
¥664
¥2,130

039 膀胱留置用ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙｶﾃｰﾃﾙ (1) 2管一般 (Ⅰ)

¥229

226AIBZX00063000

039 膀胱留置用ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙｶﾃｰﾃﾙ (2) 2管一般 (Ⅱ)

¥664

226AIBZX00063000

039 膀胱留置用ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙｶﾃｰﾃﾙ (4) 特定 (Ⅰ)

¥772

039 膀胱留置用ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙｶﾃｰﾃﾙ (5) 特定 (Ⅱ)

¥2,130

226AIBZX00063000
226AIBZX00064000

ＲＵＳＣＨ シリコーンフォーリーカテーテル

テレフレックスメディカルジャパン株式会社

039 膀胱留置用ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙｶﾃｰﾃﾙ (2) 2管一般 (Ⅱ)

226AIBZX00064000

039 膀胱留置用ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙｶﾃｰﾃﾙ (5) 特定 (Ⅱ)

¥664
¥2,130

22700BZI00031000

Ｓｏｌｏステントレス生体弁

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

22700BZI00037000

メドエルオーディオプロセッサＳＯＮＮＥＴ

メドエルジャパン株式会社

090 人工内耳用材料 (2) 人工内耳用音声信号処理装置 ① 標準型

¥923,000

22700BZI00037000

090 人工内耳用材料 (3) 人工内耳用ﾍｯﾄﾞｾｯﾄ ① ﾏｲｸﾛﾎﾝ

¥39,400

22700BZI00037000

090 人工内耳用材料 (3) 人工内耳用ﾍｯﾄﾞｾｯﾄ ② 送信ｺｲﾙ

¥11,000

22700BZI00037000

090 人工内耳用材料 (3) 人工内耳用ﾍｯﾄﾞｾｯﾄ ③ 送信ｹｰﾌﾞﾙ

¥2,750

22700BZI00037000

090 人工内耳用材料 (3) 人工内耳用ﾍｯﾄﾞｾｯﾄ ④ ﾏｸﾞﾈｯﾄ

¥7,930

22700BZI00037000

090 人工内耳用材料 (3) 人工内耳用ﾍｯﾄﾞｾｯﾄ ⑤ 接続ｹｰﾌﾞﾙ

¥4,690

22700BZX00009000

ニプロ模型人工肺ＰＰ

ニプロ株式会社

22700BZX00009000

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

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
¥150,000

22700BZX00101000

弁拡張カテーテル Ｚ－ＭＥＤⅡ

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

22700BZX00212000

アキュフューザー

クリエートメディック株式会社

007 携帯型ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ (2) 化学療法用

¥3,610

019 携帯型ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ (1) 一般型 ② 化学療法用

¥3,610

22700BZX00212000
22700BZX00212000

008 携帯型ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ

¥3,550

22700BZX00227000

パリンドローム プレシジョン

コヴィディエンジャパン株式会社

042 緊急時ﾌﾞﾗｯﾄﾞｱｸｾｽ用留置ｶﾃｰﾃﾙ (2) ﾀﾞﾌﾞﾙﾙｰﾒﾝ以上 ③ ｶﾌ型

¥45,400

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 ① 上腕骨ｽﾃﾑ ｱ 標準型

¥293,000

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 ④ 関節窩ﾍｯﾄﾞ ｱ 標準型

¥155,000

22700BZX00232000

065 人工肩関節用材料 (3) ﾘﾊﾞｰｽ型 ④ 関節窩ﾍｯﾄﾞ ｲ 外側補正型

¥164,000

22700BZX00232000

065 人工肩関節用材料 (3) ﾘﾊﾞｰｽ型 ④ 関節窩ﾍｯﾄﾞ ｳ 下方補正型

¥164,000

22700BZX00232000

065 人工肩関節用材料 (3) ﾘﾊﾞｰｽ型 ⑤ ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ ｱ 標準型

¥164,000

22700BZX00265000

ＴＭＰ ＩＡＢ カテーテル Ｌｉｇｈｔｎｉｎｇ

株式会社東海メディカルプロダクツ

128 ﾊﾞﾙｰﾝﾊﾟﾝﾋﾟﾝｸﾞ用ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ (3) 一般用ｾﾝｻｰ内蔵型

¥206,000

22700BZX00280000

ユニコーンネイル（滅菌済）

ＨＯＹＡ Ｔｅｃｈｎｏｓｕｒｇｉｃａｌ株式会社

073 髄内釘 (1) 髄内釘 ③ 大腿骨頸部型

¥159,000

073 髄内釘 (2) 横止めｽｸﾘｭｰ ① 標準型

¥16,200

22700BZX00280000
22700BZX00280000

073 髄内釘 (2) 横止めｽｸﾘｭｰ ② 大腿骨頸部型

¥40,200

22700BZX00285000

ＳＨＵＲＦＩＴ ＰＥＥＫ Ｃage システム

ミズホ株式会社

078 人工骨 (2) 専用型 ⑤ 椎体固定用 ｱ 1椎体用

¥164,000

22700BZX00286000

Ｓｈｕｒｆｉｔ Ｐｅｅｋ Ｏｂｌｉｑｕｅ Ｃage システム

ミズホ株式会社

078 人工骨 (2) 専用型 ⑤ 椎体固定用 ｱ 1椎体用

¥164,000

22700BZX00288000

Ｓｈｕｒｆｉｔ Ｐｅｅｋ Ｃｅｒｖｉｃａｌ Ｃage システム

ミズホ株式会社

078 人工骨 (2) 専用型 ⑤ 椎体固定用 ｱ 1椎体用

¥164,000

22700BZX00293000

Ｔｒｉ－Ａｄリング

日本メドトロニック株式会社

122 人工弁輪 (2) 三尖弁用

¥274,000
¥119,000

２

22700BZX00295000

ＢＩｏ －ｄｅｌta セラミックヘッド

株式会社エム・エム・ティー

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)

22700BZX00299000

フクダ造影カテーテル トレールⅢ

フクダ電子株式会社

009 血管造影用ｶﾃｰﾃﾙ (1) 一般用

22700BZX00300000

ＳＥＥＫＥＲ サポートカテーテル

株式会社メディコン

133 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ (16) 狭窄部貫通用ｶﾃｰﾃﾙ

22700BZX00313000

チャリオット ガイディングシース

ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社

002 ﾀﾞｲﾚｰﾀｰ

22700BZX00315000

ＪＳキルシュナーピン

ジェイシード株式会社

22700BZX00316000

Ｔｉユニバーサルロッキングシステム チタンプレート ジンマー株式会社
（滅菌）

22700BZX00313000

¥48,000
¥2,520

132 ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ (2) 腹部四肢末梢用

¥22,600

076 固定用金属ﾋﾟﾝ (2) 一般用 ① 標準型

¥496

061 固定用内副子 (ﾌﾟﾚｰﾄ) (9) その他のﾌﾟﾚｰﾄ ① 標準 ｲ 下顎骨･骨盤再建用 ⅰ 標準型

2

¥2,540

¥65,600

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１２月１日
販売名

承認番号又は認証番号

22700BZX00317000

保険適用希望者

決定機能区分

ＷＳＩ MX/ＰＸ－Ｔｉｔan キャニュレイテッドエクスパタ 株式会社ピーター・ブレーム・ジャパン
イズシステム

償還価格
(円)

064 脊椎固定用材料 (1) 脊椎ﾛｯﾄﾞ

¥44,300

22700BZX00317000

064 脊椎固定用材料 (4) 椎体ﾌｯｸ

¥70,900

22700BZX00317000

064 脊椎固定用材料 (4) 椎体ﾌｯｸ

¥70,900

22700BZX00317000

064 脊椎固定用材料 (5) 脊椎ｽｸﾘｭｰ (固定型)

¥71,500

22700BZX00317000

064 脊椎固定用材料 (6) 脊椎ｽｸﾘｭｰ (可動型)

¥104,000

22700BZX00317000

064 脊椎固定用材料 (7) 脊椎ｺﾈｸﾀｰ

¥44,900

22700BZX00317000

064 脊椎固定用材料 (8) ﾄﾗﾝｽﾊﾞｰｽ固定器

¥68,400

22700BZX00317000

064 脊椎固定用材料 (9) 椎体ｽﾃｰﾌﾟﾙ

¥40,900

22700BZX00319000

コルセア アルメット

朝日インテック株式会社

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

22700BZX00321000

サポートカテーテルＳＰ

株式会社ジェイ・エム・エス

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

22700BZX00322000

トレスルホン ＮＶ

東レ株式会社

040 人工腎臓用特定保険医療材料 (回路を含む｡) (5) ﾍﾓﾀﾞｲｱﾌｨﾙﾀｰ

22700BZX00323000

トリニティ デルタ ヘッド

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 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

22700BZX00324000

エルーナ ８－Ｔ ＰｒｏＭＲＩ

バイオトロニックジャパン株式会社

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

22700BZX00330000

ＪＯＵＲＮＥＹ Ⅱ コンストレインドインサート

スミス・アンド・ネフューオーソペディックス株式会社

058 人工膝関節用材料 (4) ｲﾝｻｰﾄ (Ⅰ)

22700BZX00331000

ＭｅｃｔａＣｅｒ ＢＩＯＬＯＸ ｄｅｌta セミラックヘッド

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 ③ 大腿骨ｽﾃﾑﾍｯﾄﾞ ｲ 大腿骨ｽﾃﾑﾍｯﾄﾞ (Ⅱ)

22700ＢＺＸ00332000

ＰＴＣＡバルーンカテーテルＩＶ

フクダ電子株式会社

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

22700BZX00333000

ＰＥＥＫ Ｋｎｏｔｌｅｓｓ ＳｕｔｕｒｅＴａｋアンカー

Ａｒｔｈｒｅｘ Ｊａｐａｎ合同会社

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

22700BZX00334000

アコレードＭＲＩ

ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社

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

インジェヴィティ ＡＦｘ

ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社

22700BZX00324000

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

22700BZX00334000
22700BZX00335000

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
113 植込式心臓ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ用ﾘｰﾄﾞ (1) ﾘｰﾄﾞ ① 経静脈ﾘｰﾄﾞ ｱ 標準型

22700BZX00335000

113 植込式心臓ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ用ﾘｰﾄﾞ (3) ｱｸｾｻﾘｰ

22700BZX00336000

インジェヴィティ

ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社

113 植込式心臓ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ用ﾘｰﾄﾞ (1) ﾘｰﾄﾞ ① 経静脈ﾘｰﾄﾞ ｱ 標準型

22700BZX00337000

コクレアインプラント５

株式会社日本コクレア

090 人工内耳用材料 (1) 人工内耳用ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ (電極及び受信-刺激器)

22700BZX00344000

ＭｅｃｔａＬＩＦ－ＴｉＰＥＥＫ Ｏｂｌｉｑｕｅ 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

227AFBZX00112000

ＦＯＴラージタイプ

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)

3

¥2,860

¥1,040,000
¥56,900
¥119,000

¥803,000
¥1,040,000
¥122,000
¥5,260
¥122,000
¥1,620,000
¥164,000
¥15,100

2．歯科
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１２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)

226AIBZX00019000

オックスフォード フローコア ＺＲ

ペントロンジャパン株式会社

052 複合ﾚｼﾞﾝ 築造用 (硬化後ﾌｨﾗｰ60%以上)

1g\275

227AABZX00091000

ジーシー ＭＩコアＬＣ

株式会社ジーシーデンタルプロダクツ

052 複合ﾚｼﾞﾝ 築造用 (硬化後ﾌｨﾗｰ60%以上)

1g\275

227ADBZX00138000

ソニックフィル レジン２

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

227AKBZX00089000

ヴェリコム ＭＡＺＩＣ Ｄｕｒｏ

ペントロンジャパン株式会社

058 CAD/CAM冠用材料

4

1g\724
1個\4,840

