
関係団体御中

事務連絡

平成26年 4月30日

厚生労働省保険局医療課

「医療機器の保険適用について」の一部訂正について

標記について、別添のとおり地方厚生（支）局医療課、都道府県民生主管部（局）国民健康

保険主管課（部）及び都道府県後期高齢者医療主管部（局）後期高齢者医療主管課（部）あて

連絡したのでお知らせします。



1.町 E ｛別紙）

平成23年6月30日付保震発0630第Z号 保険適用開始年月日：平成23年7月1日
・叢穫量軍医書号

訂正買 ・It東名 項目 限 正
ι・ ＇ 晶、一I、..  ．岨掴... ・－

' 202CCBZV00247回。 決定犠能区分・ 005守.....，・，，，＿泊ン用力子-TJl.(1) 般型由標箪型Z霊童里 曲ベ：..サ，，－：；＞ヴ＇1？~1:泊聞ンI用Lー岬メー，，テiル島も【』I) 般型由楓準型イ』畠謹XI孟
ポリウレタン製サ モダイリニ工ション・カ宇→＂

アルゴンメディカルデバイスズジャパン株式会社

平成25年12月27日付保医発1227第Z号 保険適用開始年月日：平成初年1月1日

訂正直 ・．軍原・E司亮祖院.. 量4量量1軍＇＂ト毘書号 項目 観 正

' 225AABZX・冊＇＂由。 製品コド 4987578013389 組盆
ヂエステaーフ

日本司ヴィディヱン徐式会社

8 225AABZX0014tl0DO 組品コド 498757804世419 圃a
デエステューフ

日本コヴイデイエン徐式会社

平成26年3月31日付保医発0331第Z号 保険適用開始年月日平成26年4月1目

町正買 ・・－車原・直車提温包捷唱・陸承a・ト匡番号 項目 限 正

225ACBZXI的 0810。。 特定IH！報酬算定軍旗躯鍵の区分

2 アーム型X線cTIO断韓置 30Accuit白moM E書面周X鐘盤面

株式会社宅リタ製作所 王苦生』k彊藍韮置

" 
224日DDBZXOD366000 短潤名 テJ日出血管書栓用ヨイルシステム テJ＇モ皐盤血管事信用ヨイルシステム

子J＇モ株lN血管事栓用ヨイルシステム

テルモS幕式会社

30 ＂＇田町 X凹 41叩冊 決定織能区分 盤E陸軍盟副l!l!JE量盤撞盟匡盆 法富盛盤底茸

＂＂＇宮 UmE 仙骨神経刺.. システム 償還価格 仙ー楠鋸嗣逝葺置用主詩情樺 1且4仙骨柚緯酬量醤置 阻 1且旦

日本メドトロ：，ク棒式会社

225ACBZXOO山81000 判定嘗棟報酬算定医療機器白区分 劇Ill
31 アーム型X組cm断装置 3D Accuitomo M 蛤阪南X鐘昔置

株式会批モリタ.作所

22500BZX001400DO 特定診療報酬算定医擁揖暑の区分 盤室盤盛盟副』E富匡盛撞量!1ll0盆 量定盤盤E盆 盤温置盤【目］

34 イミディエ ト・サ ジカル・アンカ Advance 盤整自盤. 040歯車唾＂＇周円曲目＇ h 1丞且Z且
線式会社プラトンジャパン

220AABZX00162000 特定..康相酬算定医集機種の区分 盤富盤盤盟国重富匡重量盤虫E盆 lit定盤盤ioa 盤量園出回1

34 ジーシーグラディアブロック 重量盟韮. 白血 CAD/CAM需用材魁 1畳且畠盆

様式会社ジーシーデンタルブロダクツ
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平成26年3月31日付保医発0331第2号

観
別産56

蝿晶名 盟晶コード

ベスブレト笹 29mm 開 f 桝柑骨

ペースプレートロングポスト置 ZSmm  糊＃柑柑糊＃柑＃

セルフタ‘Yピンゲスクリュ 畏さ 18mm ＃柑開聞 背

セルフ？＂ピンゲスクリュ 畳さ 20mm ＃糊醐嗣 ＃ 

セルフタッピンゲスクリュ 長さ 23mm 柑 ＃ 

セルフ夕、y巴ングスクリュ 長さ 26mm 桝協胤 ＃ 

セルフ，，ッピングスクリュ 畏さ 29mm 開怯開開背

セルコヲッピンゲスクリユ 長さ 32mm ＃開開問開持柑＃

セルフ，，ッピングスクリュ 長さ 35mm 韓併悼轟轟韓併協樹柑

セルフ9・3ピングスクリュ 畏さ 38mm 調糊蝉蝉＃＃柑拡岬

セルフタッピングスクリュ 畏さ 41mm ＃ • 
セルフ，，，，，ピングスクリュー長さ 45mm 柑醐緋柑棉柑＃

多方向スクリュー長さ 20mm 柑桝榊醐緋柑＃

多方向スクリュ 長さ 23mm 柑桝彬柑者桝緋柑

多方向スクリュ 畏さ 26mm ＃＃＃桝掛醐

多方向スクリュ 畏さ 29mm ＃ ＃＃例措

多方向スクリュ 畏さ 32mm 肯f 肯育＃桝柑

多方向スクりュ 長さ 35mm 開＃柑＃柑押桝榊

多方向スクリュ 畢さ 38mm 糊＃禅師柑棉柑

多方向スクリュ 長さ 41mm ＃柑柑＃＃柑＃＃柑

多方向スクリュ 長さ 44mm ＃開柑宵 拡醐

多方向スクリュ 長さ 47mm ＃糊醐耕輔＃柑帯

多方向スクリュ JIさ50mm 醐醐醐糊糊

保険適用開始年月日：平成26年4月1日

iE 
n• 曹、，

量晶41 副局コード

ベースプレート笹 29mm 4562339471563 

ベースプレートロングポスト桂 29mm 4562339471570 

セルフ事ッピンデスクリュ－JIさ18mrr官
4562339471587 

セルフ，，，，，ピンゲスクリュー長さ 20mm 4562339471594 

セルフ，，，，，ピンゲスタリュ－JIさZ3mm 4562339471600 

セル.，，，，，，ピンゲスクリユー畏さ 26mm 4562339471617 

セルフ少yピングスクリニL一長さ 29mm 4562339471624 

セルフ，，，，，ピングスクリユー墨書 32mm 4562339471631 

セルフ9ッピンゲスク＇）ュ一長さ 35mm 4562339471648 

セルフ少yピンゲスクリュー葺さ 38mm 4562339471655 

セ，. .，，，ッピングスクリュ一豊さ 41mm 4562339471662 

セルフ，，，，，ピングスクリュー長さ 45mm 456233947167自

多方向スクリュ－JIさ20mm 4562339471686 

多方向スクリュー畏さ 23mm 4562339471693 

多方向スクリュ一長さ Z6mm 4562339471709 

多方向スクリュー畏さ 29mm 4562339471716 

多方向スクリュ－JIさ32mm 4562339471723 

多方向スクリュー畏さ 35mm 4562339471730 

多方向スクリュー長さ 38mm 4562339471747 

多方向スクリュー畏さ 41mm 4562339471754 

多方向スクリュー長さ44mm 4562339471761 

多方向スクリュー畏さ 47mm 4562339471776 

多方向スクリュー畏さ SOmm  4562339471785 
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