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関 係団体御中

事務連絡

平成 27年 5月 29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。



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） ｜ 御中

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）

事務連絡

平成 27年 5月 29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

平成27年 4月30日付保医発0430第 2号「医療機器の保険適用についてJにつきまして、別紙

のとおり一部訂正がありましたので、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等へ周知願います。



, .訂正

平成27年4月30日付保医発0430第2号 P.4

（誤）

記載なし

（正）

平成27年4月30日付保医発0430第2号 P.4

~－番号又はII.IE番号
『 イ雫 高

販売名-
ZZ@06ZX00~47 AQl fT.QAパLI- ~11'T 'T&eP呈

保険適用開始年月日：平成27年5月1日

保険適用開始年月日：平成27年5月1日

製晶名

PTCAバJj, vカ子....：：.：：手）レBP3

（別紙）

~ 
- ；、~円‘＞ ξ~ 同

置運画詣 z製品ヨード 保険適用希望者 決定揖飽区分
品 ｛閉｝

4540778147294 130 'T -JI- 強L担皇
{1｝経底的冠動llUf~li貧血iJ.

4540778147300 圭＝圭LI-ill －盤霊

4540778147317 

4540778147324 

4540778147331 

4540778147348 

4540778147355 

4540778147362 

4540778147379 

4540778147386 

4540778147393 

4540778147409 

4540778147416 

4540778147423 

4540778147430 

4540778147447 

4540778147454 

4540778147461 

4540778147478 

4540778147485 

4540778147492 

4540778147508 

4540778147515 

4540778147522 

4540778147539 

4540778147546 

生~407781生m~



平成27年4月30日付保医発0430第2号 P.7

（誤）
皆、

- ~～ ーー－ー， ＇~ ~. 崎戸

承a：管号又は..番号 阪，署名

15700BZZ00620000 ソラシック－UKーカナーテル

（正）
問』 マ覧 一 ~ ー一

承皐番号支は1111：喬号 原亮名

15700BZZ00620000 ソフシック－UKーカナーナル

、

‘」

保険適用開始年月日：平成27年5月1日

~－·『 与V 庁

製品名

ソラシックーUKーカナーナル 直線型

A・

， 

ー ' -- P色 一 ー
製品名

ー－－ -
ソラシック－UKーカテーテル 直線型

ソ弓勺”’>J .111<ーカ子一子，..， a・宮司ヨ

‘ 
、

~2~~－!,JK-tJ圭＝圭tレ車.型

~~空－!.JK-tJ圭＝圭＆ 草色型

ソ弓らい，>J-111<ーカテーーテ，..， ii[富 樫

官 ー島 ~ ~ 円高官 も γ』
品

ー 一慣E 竃（臥価格，= 
ー製品コ..，，，.ド 保険適用希望者 決定極極区分

4987458404900 ニブロ株式会社 029吸引留置折ーテル（1)能動吸 ¥3.280 

4987458404917 引型①胸腔用イ抗血絵性

4987458404924 

4987458404931 

4987458404948 

4987458404955 

4987458404962 

4987458404979 

4987458404986 

4987 458404993 

4987458405006 

4987458405013 

4987458405020 

4987458405037 

498 7 458405549 

4987 458405556 

4987 458405563 

4987 458405570 

目.~， ~~ 7 , , 
咽 曜

- 0 M  】情明

~. －償軍｛円価〉格
百

製品コード 保険適用希望者 決定・能区分

4987458404900 ニブロ株式会社 029 吸引留置折一子）~ (1)能動吸 ¥3,280 
4987 458404917 引型 ①絢腔用イ抗血栓性

4987 458404924 

4987 458404931 

4987 458404948 

4987 45~404955 

4987 458404962 
．－ 

4987458404979 

4987 458404986 

4987 458404993 

4987 458405006 
4987 458405013 
4987 458405020 
4987458405037 
4987458405549 

4987458405556 

4987458405563 

4987458405570 

2 



平成27年4月30日付保医発0430第2号 P.9

（誤）
咽 市岡 ・T唱F .. －~「→

~－誓号X時..  番号 販売名
~ 

161OOBZZ00783000 ペスキチンW

（正）
富司幅円 守.・－，古声F

承畠番号まは畠E番号 販売~
戸 早

161 OOBZZ00783000 ベスキチンW

平成27年4月30日付保医発0430第2号 P.9

（誤）
f 』

’ー ~ 

承(I香場支lま露亘書号 阪亮名
’..・

161OOBZZOl735000 ブラッドアクセス UKーカテーテルキット

161008ZZ01735000 

（正）
祖圃品盲目」 」押~，百匹 量宮 一げよ四

~早番号又は.事香号 阪亮名
』岨Z ;:..•"'-"!' 門 司ニ
161OOBZZOl735000 ブラッドアクセス UKーカァーナルキット

~ 

161OOBZZOl735000 

保険適用開始年月日：平成27年5月1日

- す一 '" 司「 一品 ~~ 守

製品名

ベスキチンW

ペスキチンW (SP) 

一 守 ~ ヨ.~ ？ 

製品名

ベスキチンW

ベスキチンW (SP) 

保険適用開始年月日：平成27年5月1日

--・ 内町ー ． -- ＂＇司圃~·・・・ ・・・ M・ . ~ Eτ  

製品名

ブラッドアクセス UK・II・カテーナルキット （シングルルーメン）

別表10のとおり

a園田 市 園 南圃 唱曜
日 』ーーー

製品名

ブラッドアクセス UKーカ子ーマルキ‘リト｛シンゲルルーメン｝

別表10のとおり

可r

3 

』す 』’ s’ ‘『 宮司＂＇＂＇詞e 占’.....-－占F百．． 
慣温（11閉価｝格

-
製品コード 保険適用希望者 決定．健区分

4987 458408007 ニブロ株式会社 101皮膚欠領用創傷被覆材（1）真 1cni当たり￥7

4987458408014 
皮に至る損傷用

4987458408021 

4se1450400030 

4987 458408045 

498 7 4!)840805 2 

4987 458408069 . . -

4.98746E+12 

~ ~ - 、常 同 吊 τ 電固百ーも 4・E』司 巴 何事

慣週（11円値｝幅「 ｝ 軍製品コード 保険適用希望者 決定．飽区分

4987 458408007 ニブロ株式会社 101皮膚欠徴用創傷被覆材（1)莫 1c前当たり¥7

4987458408014 皮に至る損傷用

4987458408021 

4987 458408038 

4987 458408045 

4987 458408052 
"' 

4987 458408069 

噂』 49皇74~量生~076

~ ~ - 』官 盲目・...司且.司 一“r -- 自罰 -・・" 一笥遺｛閉価〉格唱製品コード 保険適用希望者 決定値憶区分

4987 458403569 乙ヲロ株式会社 042緊急時ブフッドアクセス用留置 ¥7,830 

4987458403576 
カテーテル（1)シングルルーメン①
一般型

042緊急時ブラッドアクセス用留置
¥15,000 

カテーテル（2）ダブルルーメン以上
①一般型

口 同 且 4 圏宅晶

値遭値幅
製品コード 保険適用希望者 決定a極区分 ｛円｝

49~74U4問題2 ニブロ繰式会社 042緊急時ブラッドアクセス用留置 ¥7,830 

カテーテル（1）シングルルーメン①
一般型

042緊急時ブラッドアクセス用留置
¥15,000 

カテーテル（2）ダブルルーメン以上
①一般型



平成27年4月30日付保医発0430第2号 P.9
（誤）

’‘ー
』〒

可 百円x 冊、

~·番号叉故事事香号 阪亮名
担匹、 長 円『~~

2.01 OOBZZ002.54000 ブラッドアクセス UK・ II・カテーテルキット

2.01 OOBZZ002.54000 

（正）

"! ......... で目

~·；曇4:8l.は..，寄場 阪亮名
唱F”＂ーー戸~ p・ιー『坦L司 自

2.01 OOBZZ002.54000 ブラッドアクセス UK・II・カァーァルキット

2.01 OOBZZ002.54000 

平成27年4月30日付保医発0430第2号 P.9

（誤）

品品

『』邑司6 a r園面 干 臨~－ 園調圃包－・喝巴 ..盲盲 圃圃園 圃且唱F 』‘

承露番号又は..番号 販売名

2.0400BZZ00944000 ソフシックーUKーソフトカナーナル

2.0400BZZ00944000 ソフシック－UKーソフトカァーナル

（正）
-- ー－一

承毘番号又は寵事番号 車宛名
~司 自~ F・・ h罰圃岡田＂，回 」・＜司 Z且.ヨ＂
2.0400BZZ00944000 ソラシックーUKーソフトカァ一手ル

保険適用開始年月日：平成27年5月1日

品ー 一 ー回ー
製品名

ブラッドアクセス UKーカテーテルキット（シングルルーメン）

ブラッドアクセス UK・ II・カナーァルキットダブルルーメン（コアク
シャル型）

置 『園、’Z 由－・ - - 苛担F’d ....,..,, - 盲目” ·＇旬~ -

製品名

L.2・立fZ空:i?6Yts・ l1 ・2圭＝圭ll;圭・~~ ｛~~~lk＆ーメ~l

ブラッドアクセス UK・ II・カナーナルキットダブルルーメン（コアク
シャル型）

、，

保険適用開始年月日：平成27年5月1日

製品名
ーーーー

ソフシックーUKーソフトカテーテル直線型

ソフシックーUKーソフトカァーナル直線型

・・ ・’F守可． ~~ー

製品名

ソラシックーUKーソフトカテーテル直線型

~2~・2空－！.！区－~2~:!J圭＝圭』レ直急型

4 

ー . 百九

一 信J竃R価｝周格 Z製品コード 保障適用希望者 決定揖飽区分
戸 ι - -

4987458403552. ニブロ株式会社 042.緊急時ブラッドアクセス用留置 ¥7,830 

力テーテI~ (1)シングルルーメン①一般型

4987 458403804 042.緊急時ブラッドアクセス用留置 ¥15,000 

力子一子lレ（2.）ダプルルール以上①一
鍛型

三r r S噌冒E - .... 唱邑 ~ ~，も ヤー，
償遭｛円値｝梅z .~.~ 製品コード 保険適用希望者 決定．値区分

4~皇7鎧皇4盟5§9 ニブロ株式会社 042.緊急時ブラッドアクセス用般留置 ¥7,830 

カテーテル（1)シングルルール①ー 型

49~7生5皇生0~51§

4987 458403804 042.緊急時ブラッドアクセス用①留一置
， 

¥15,000 

力子ーテル （2.）ダプルルーメン以上
般型

~ ~ 「 ーーれ 一丙 アも司、

償還｛円植｝格
品

製品ヨード 保険適用希望者 決定橿飽区分

4987 458405044 ニプロ株式会社 02.9吸引留置力子一子ル（1）能動吸 ¥3,2.80 

引型①絢腔用イ抗血栓性

4987 458405051 ープロ株式会社 02.9吸引留置カテーテル（1)能動吸 ¥3,280 

4987458405068 
引型①胸腔用イ抗血栓性

4987458405075 

4987458405082 

4987458405099 

4987458405105 

4987458405112. 

四 T 『回 晶 戸 町内「『園4 ア

v 慣量｛円値｝一筏
ーー置

製品コード 保険適用希望者 決定橿憧区分

4987458405044 ニプロ株式会社 02.9 吸引留置折－7／~ (1）能動吸 ¥3,280 

引型①胸腔用イ抗血栓性
4987458405051 

4987458405068 

4987458405075 

4987458405082 、
4987458405099 

4987458405105 ， 

4987458405112 



平成27年4月30日付保医発0430第2号 P.13

（誤）

（正）

22100BZX00947000 (UKドレーンカテーテル

保険適用開始年月日：平成27年5月1日

UKJ:じる]j子二両言語珂ヲ

5 

4987458405136 

4987458405143 

4987458405150 

4987458405167 

4987458405174 

4987458405181 

4987458405198 

4987458405211 

4987458405228 

4987458405235 

4987458405136 

4987458405143 

4987458405150 

4987458405167 

4987458405174 

4987458405181 

4987458405198 

49874584052041 

4987458405211 

4987458405228 

4987458405235 


