
事 務 連 絡

平成２８年１０月３１日

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 )

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28年９月30日付保医発0930第６号、平成28年７月29日付保医発0729第６号、平成28年１

月29日付保医発0129第１号における「医療機器の保険適用について」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。



１．訂 正 （別 紙）

平成28年9月30日付 保医発0930第6号 P.3 保険適用開始年月日：平成28年10月1日

（誤）

承認番号又は認証番号 販売名 製品名 製品コード 保険適用希望者 特定診療報酬算定医療機器の区分

228ADBZX00102000 心電計 ＥＣＧ－２４００シリーズ 心電計 ＥＣＧ－２４００シリーズ ＥＣＧ－２４５０ 4931921130759 日本光電工業株式会社 心電計（Ⅱ）

4931921130766

（正）

承認番号又は認証番号 販売名 製品名 製品コード 保険適用希望者 特定診療報酬算定医療機器の区分

228ADBZX00102000 心電計 ＥＣＧ－２４００シリーズ 心電計 ＥＣＧ－２４００シリーズ ＥＣＧ－２４５０ 4931921130759 日本光電工業株式会社 心電計（Ⅱ）

心電計 ＥＣＧ－２４００シリーズ ＥＣＧ－２４６０ 4931921130766

平成28年7月29日付 保医発0729第6号 P.88 保険適用開始年月日：平成28年4月1日

（誤）

承認番号又は認証番号 販売名 製品名 製品コード 保険適用希望者 決定機能区分
償還価格

(円)
22700BZX00275000 Ａｌｐｉｎｅ ヒップ ステム 別表２２８のとおり ジョンソン・エンド・ジョンソン

株式会社
057 人工股関節用材料 (2) 大腿
骨側材料 ⑤ 大腿骨ﾈｯｸ

¥96,000

（正）

承認番号又は認証番号 販売名 製品名 製品コード 保険適用希望者 決定機能区分
償還価格

(円)
22700BZX00275000 Ａｌｐｉｎｅ ヒップ ステム 別表２２８のとおり 株式会社日本エム・ディ・エ

ム
057 人工股関節用材料 (2) 大腿
骨側材料 ⑤ 大腿骨ﾈｯｸ

¥96,000
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平成28年9月30日付 保医発0930第6号 P.49 保険適用開始年月日：平成28年10月1日

別表３５ 別表３５
製品名 製品コード 製品名 製品コード 製品名 製品コード 製品名 製品コード

アトラフィックス φ５．０リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）２０ｍｍ 4946329301830 アトラフィックス φ５．５リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）５０ｍｍ 4946329302714 アトラフィックス φ５．０リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）２０ｍｍ 4946329301830 アトラフィックス φ５．５リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）５０ｍｍ 4946329302714
アトラフィックス φ５．０リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）２５ｍｍ 4946329301847 アトラフィックス φ５．５リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）５５ｍｍ 4946329302721 アトラフィックス φ５．０リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）２５ｍｍ 4946329301847 アトラフィックス φ５．５リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）５５ｍｍ 4946329302721
アトラフィックス φ５．０リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）３０ｍｍ 4946329301854 アトラフィックス φ５．５リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）６０ｍｍ 4946329302738 アトラフィックス φ５．０リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）３０ｍｍ 4946329301854 アトラフィックス φ５．５リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）６０ｍｍ 4946329302738
アトラフィックス φ５．０リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）３５ｍｍ 4946329301861 アトラフィックス φ５．５リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）６５ｍｍ 4946329302745 アトラフィックス φ５．０リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）３５ｍｍ 4946329301861 アトラフィックス φ５．５リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）６５ｍｍ 4946329302745
アトラフィックス φ５．０リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）４０ｍｍ 4946329301878 アトラフィックス φ５．５リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）７０ｍｍ 4946329302752 アトラフィックス φ５．０リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）４０ｍｍ 4946329301878 アトラフィックス φ５．５リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）７０ｍｍ 4946329302752
アトラフィックス φ５．０リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）４５ｍｍ 4946329301885 アトラフィックス φ５．５リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）７５ｍｍ 4946329302769 アトラフィックス φ５．０リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）４５ｍｍ 4946329301885 アトラフィックス φ５．５リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）７５ｍｍ 4946329302769
アトラフィックス φ５．０リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）５０ｍｍ 4946329301892 アトラフィックス φ５．５リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）８０ｍｍ 4946329302776 アトラフィックス φ５．０リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）５０ｍｍ 4946329301892 アトラフィックス φ５．５リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）８０ｍｍ 4946329302776
アトラフィックス φ５．０リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）５５ｍｍ 4946329301908 アトラフィックス φ６．０リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）２０ｍｍ 4946329302783 アトラフィックス φ５．０リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）５５ｍｍ 4946329301908 アトラフィックス φ６．０リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）２０ｍｍ 4946329302783
アトラフィックス φ５．０リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）６０ｍｍ 4946329301915 アトラフィックス φ６．０リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）２５ｍｍ 4946329302790 アトラフィックス φ５．０リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）６０ｍｍ 4946329301915 アトラフィックス φ６．０リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）２５ｍｍ 4946329302790
アトラフィックス φ５．０リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）６５ｍｍ 4946329301922 アトラフィックス φ６．０リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）３０ｍｍ 4946329302806 アトラフィックス φ５．０リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）６５ｍｍ 4946329301922 アトラフィックス φ６．０リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）３０ｍｍ 4946329302806
アトラフィックス φ５．０リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）７０ｍｍ 4946329301939 アトラフィックス φ６．０リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）３５ｍｍ 4946329302813 アトラフィックス φ５．０リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）７０ｍｍ 4946329301939 アトラフィックス φ６．０リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）３５ｍｍ 4946329302813
アトラフィックス φ５．０リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）７５ｍｍ 4946329301946 アトラフィックス φ６．０リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）４０ｍｍ 4946329302820 アトラフィックス φ５．０リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）７５ｍｍ 4946329301946 アトラフィックス φ６．０リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）４０ｍｍ 4946329302820
アトラフィックス φ５．０リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）８０ｍｍ 4946329301953 アトラフィックス φ６．０リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）４５ｍｍ 4946329302837 アトラフィックス φ５．０リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）８０ｍｍ 4946329301953 アトラフィックス φ６．０リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）４５ｍｍ 4946329302837
アトラフィックス φ５．５リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）２０ｍｍ 4946329301960 アトラフィックス φ６．０リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）５０ｍｍ 4946329302844 アトラフィックス φ５．５リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）２０ｍｍ 4946329301960 アトラフィックス φ６．０リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）５０ｍｍ 4946329302844
アトラフィックス φ５．５リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）２５ｍｍ 4946329301977 アトラフィックス φ６．０リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）５５ｍｍ 4946329302851 アトラフィックス φ５．５リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）２５ｍｍ 4946329301977 アトラフィックス φ６．０リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）５５ｍｍ 4946329302851
アトラフィックス φ５．５リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）３０ｍｍ 4946329301984 アトラフィックス φ６．０リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）６０ｍｍ 4946329302868 アトラフィックス φ５．５リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）３０ｍｍ 4946329301984 アトラフィックス φ６．０リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）６０ｍｍ 4946329302868
アトラフィックス φ５．５リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）３５ｍｍ 4946329301991 アトラフィックス φ６．０リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）６５ｍｍ 4946329302875 アトラフィックス φ５．５リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）３５ｍｍ 4946329301991 アトラフィックス φ６．０リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）６５ｍｍ 4946329302875
アトラフィックス φ５．５リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）４０ｍｍ 4946329302004 アトラフィックス φ６．０リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）７０ｍｍ 4946329302882 アトラフィックス φ５．５リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）４０ｍｍ 4946329302004 アトラフィックス φ６．０リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）７０ｍｍ 4946329302882
アトラフィックス φ５．５リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）４５ｍｍ 4946329302011 アトラフィックス φ６．０リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）７５ｍｍ 4946329302899 アトラフィックス φ５．５リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）４５ｍｍ 4946329302011 アトラフィックス φ６．０リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）７５ｍｍ 4946329302899
アトラフィックス φ５．５リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）５０ｍｍ 4946329302028 アトラフィックス φ６．０リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）８０ｍｍ 4946329302905 アトラフィックス φ５．５リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）５０ｍｍ 4946329302028 アトラフィックス φ６．０リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）８０ｍｍ 4946329302905
アトラフィックス φ５．５リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）５５ｍｍ 4946329302035 アトラフィックス φ７．０リダクションスクリュー（φ７．０ロッド用）２０ｍｍ 4946329302912 アトラフィックス φ５．５リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）５５ｍｍ 4946329302035 アトラフィックス φ７．０リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）２０ｍｍ 4946329302912
アトラフィックス φ５．５リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）６０ｍｍ 4946329302042 アトラフィックス φ７．０リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）２５ｍｍ 4946329302929 アトラフィックス φ５．５リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）６０ｍｍ 4946329302042 アトラフィックス φ７．０リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）２５ｍｍ 4946329302929
アトラフィックス φ５．５リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）６５ｍｍ 4946329302059 アトラフィックス φ７．０リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）３０ｍｍ 4946329302936 アトラフィックス φ５．５リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）６５ｍｍ 4946329302059 アトラフィックス φ７．０リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）３０ｍｍ 4946329302936
アトラフィックス φ５．５リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）７０ｍｍ 4946329302066 アトラフィックス φ７．０リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）３５ｍｍ 4946329302943 アトラフィックス φ５．５リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）７０ｍｍ 4946329302066 アトラフィックス φ７．０リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）３５ｍｍ 4946329302943
アトラフィックス φ５．５リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）７５ｍｍ 4946329302073 アトラフィックス φ７．０リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）４０ｍｍ 4946329302950 アトラフィックス φ５．５リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）７５ｍｍ 4946329302073 アトラフィックス φ７．０リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）４０ｍｍ 4946329302950
アトラフィックス φ５．５リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）８０ｍｍ 4946329302080 アトラフィックス φ７．０リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）４５ｍｍ 4946329302967 アトラフィックス φ５．５リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）８０ｍｍ 4946329302080 アトラフィックス φ７．０リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）４５ｍｍ 4946329302967
アトラフィックス φ６．０リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）２０ｍｍ 4946329302097 アトラフィックス φ７．０リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）５０ｍｍ 4946329302974 アトラフィックス φ６．０リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）２０ｍｍ 4946329302097 アトラフィックス φ７．０リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）５０ｍｍ 4946329302974
アトラフィックス φ６．０リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）２５ｍｍ 4946329302103 アトラフィックス φ７．０リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）５５ｍｍ 4946329302981 アトラフィックス φ６．０リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）２５ｍｍ 4946329302103 アトラフィックス φ７．０リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）５５ｍｍ 4946329302981
アトラフィックス φ６．０リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）３０ｍｍ 4946329302110 アトラフィックス φ７．０リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）６０ｍｍ 4946329302998 アトラフィックス φ６．０リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）３０ｍｍ 4946329302110 アトラフィックス φ７．０リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）６０ｍｍ 4946329302998
アトラフィックス φ６．０リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）３５ｍｍ 4946329302127 アトラフィックス φ７．０リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）６５ｍｍ 4946329303001 アトラフィックス φ６．０リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）３５ｍｍ 4946329302127 アトラフィックス φ７．０リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）６５ｍｍ 4946329303001
アトラフィックス φ６．０リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）４０ｍｍ 4946329302134 アトラフィックス φ７．０リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）７０ｍｍ 4946329303018 アトラフィックス φ６．０リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）４０ｍｍ 4946329302134 アトラフィックス φ７．０リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）７０ｍｍ 4946329303018
アトラフィックス φ６．０リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）４５ｍｍ 4946329302141 アトラフィックス φ７．０リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）７５ｍｍ 4946329303025 アトラフィックス φ６．０リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）４５ｍｍ 4946329302141 アトラフィックス φ７．０リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）７５ｍｍ 4946329303025
アトラフィックス φ６．０リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）５０ｍｍ 4946329302158 アトラフィックス φ７．０リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）８０ｍｍ 4946329303032 アトラフィックス φ６．０リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）５０ｍｍ 4946329302158 アトラフィックス φ７．０リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）８０ｍｍ 4946329303032
アトラフィックス φ６．０リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）５５ｍｍ 4946329302165 アトラフィックス φ７．５リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）２０ｍｍ 4946329303049 アトラフィックス φ６．０リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）５５ｍｍ 4946329302165 アトラフィックス φ７．５リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）２０ｍｍ 4946329303049
アトラフィックス φ６．０リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）６０ｍｍ 4946329302172 アトラフィックス φ７．５リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）２５ｍｍ 4946329303056 アトラフィックス φ６．０リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）６０ｍｍ 4946329302172 アトラフィックス φ７．５リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）２５ｍｍ 4946329303056
アトラフィックス φ６．０リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）６５ｍｍ 4946329302189 アトラフィックス φ７．５リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）３０ｍｍ 4946329303063 アトラフィックス φ６．０リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）６５ｍｍ 4946329302189 アトラフィックス φ７．５リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）３０ｍｍ 4946329303063
アトラフィックス φ６．０リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）７０ｍｍ 4946329302196 アトラフィックス φ７．５リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）３５ｍｍ 4946329303070 アトラフィックス φ６．０リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）７０ｍｍ 4946329302196 アトラフィックス φ７．５リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）３５ｍｍ 4946329303070
アトラフィックス φ６．０リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）７５ｍｍ 4946329302202 アトラフィックス φ７．５リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）４０ｍｍ 4946329303087 アトラフィックス φ６．０リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）７５ｍｍ 4946329302202 アトラフィックス φ７．５リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）４０ｍｍ 4946329303087
アトラフィックス φ６．０リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）８０ｍｍ 4946329302219 アトラフィックス φ７．５リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）４５ｍｍ 4946329303094 アトラフィックス φ６．０リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）８０ｍｍ 4946329302219 アトラフィックス φ７．５リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）４５ｍｍ 4946329303094
アトラフィックス φ７．０リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）２０ｍｍ 4946329302226 アトラフィックス φ７．５リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）５０ｍｍ 4946329303100 アトラフィックス φ７．０リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）２０ｍｍ 4946329302226 アトラフィックス φ７．５リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）５０ｍｍ 4946329303100
アトラフィックス φ７．０リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）２５ｍｍ 4946329302233 アトラフィックス φ７．５リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）５５ｍｍ 4946329303117 アトラフィックス φ７．０リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）２５ｍｍ 4946329302233 アトラフィックス φ７．５リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）５５ｍｍ 4946329303117
アトラフィックス φ７．０リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）３０ｍｍ 4946329302240 アトラフィックス φ７．５リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）６０ｍｍ 4946329303124 アトラフィックス φ７．０リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）３０ｍｍ 4946329302240 アトラフィックス φ７．５リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）６０ｍｍ 4946329303124
アトラフィックス φ７．０リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）３５ｍｍ 4946329302257 アトラフィックス φ７．５リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）６５ｍｍ 4946329303131 アトラフィックス φ７．０リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）３５ｍｍ 4946329302257 アトラフィックス φ７．５リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）６５ｍｍ 4946329303131
アトラフィックス φ７．０リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）４０ｍｍ 4946329302264 アトラフィックス φ７．５リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）７０ｍｍ 4946329303148 アトラフィックス φ７．０リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）４０ｍｍ 4946329302264 アトラフィックス φ７．５リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）７０ｍｍ 4946329303148
アトラフィックス φ７．０リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）４５ｍｍ 4946329302271 アトラフィックス φ７．５リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）７５ｍｍ 4946329303155 アトラフィックス φ７．０リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）４５ｍｍ 4946329302271 アトラフィックス φ７．５リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）７５ｍｍ 4946329303155
アトラフィックス φ７．０リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）５０ｍｍ 4946329302288 アトラフィックス φ７．５リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）８０ｍｍ 4946329303162 アトラフィックス φ７．０リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）５０ｍｍ 4946329302288 アトラフィックス φ７．５リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）８０ｍｍ 4946329303162
アトラフィックス φ７．０リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）５５ｍｍ 4946329302295 アトラフィックス φ７．５リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）８５ｍｍ 4946329303179 アトラフィックス φ７．０リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）５５ｍｍ 4946329302295 アトラフィックス φ７．５リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）８５ｍｍ 4946329303179
アトラフィックス φ７．０リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）６０ｍｍ 4946329302301 アトラフィックス φ７．５リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）９０ｍｍ 4946329303186 アトラフィックス φ７．０リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）６０ｍｍ 4946329302301 アトラフィックス φ７．５リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）９０ｍｍ 4946329303186
アトラフィックス φ７．０リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）６５ｍｍ 4946329302318 アトラフィックス φ７．５リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）９５ｍｍ 4946329303193 アトラフィックス φ７．０リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）６５ｍｍ 4946329302318 アトラフィックス φ７．５リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）９５ｍｍ 4946329303193
アトラフィックス φ７．０リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）７０ｍｍ 4946329302325 アトラフィックス φ７．５リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）１００ｍｍ 4946329303209 アトラフィックス φ７．０リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）７０ｍｍ 4946329302325 アトラフィックス φ７．５リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）１００ｍｍ 4946329303209
アトラフィックス φ７．０リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）７５ｍｍ 4946329302332 アトラフィックス φ７．０リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）７５ｍｍ 4946329302332
アトラフィックス φ７．０リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）８０ｍｍ 4946329302349 アトラフィックス φ７．０リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）８０ｍｍ 4946329302349
アトラフィックス φ７．５リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）２０ｍｍ 4946329302356 アトラフィックス φ７．５リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）２０ｍｍ 4946329302356
アトラフィックス φ７．５リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）２５ｍｍ 4946329302363 アトラフィックス φ７．５リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）２５ｍｍ 4946329302363
アトラフィックス φ７．５リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）３０ｍｍ 4946329302370 アトラフィックス φ７．５リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）３０ｍｍ 4946329302370
アトラフィックス φ７．５リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）３５ｍｍ 4946329302387 アトラフィックス φ７．５リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）３５ｍｍ 4946329302387
アトラフィックス φ７．５リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）４０ｍｍ 4946329302394 アトラフィックス φ７．５リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）４０ｍｍ 4946329302394
アトラフィックス φ７．５リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）４５ｍｍ 4946329302400 アトラフィックス φ７．５リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）４５ｍｍ 4946329302400
アトラフィックス φ７．５リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）５０ｍｍ 4946329302417 アトラフィックス φ７．５リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）５０ｍｍ 4946329302417
アトラフィックス φ７．５リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）５５ｍｍ 4946329302424 アトラフィックス φ７．５リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）５５ｍｍ 4946329302424
アトラフィックス φ７．５リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）６０ｍｍ 4946329302431 アトラフィックス φ７．５リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）６０ｍｍ 4946329302431
アトラフィックス φ７．５リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）６５ｍｍ 4946329302448 アトラフィックス φ７．５リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）６５ｍｍ 4946329302448
アトラフィックス φ７．５リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）７０ｍｍ 4946329302455 アトラフィックス φ７．５リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）７０ｍｍ 4946329302455
アトラフィックス φ７．５リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）７５ｍｍ 4946329302462 アトラフィックス φ７．５リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）７５ｍｍ 4946329302462
アトラフィックス φ７．５リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）８０ｍｍ 4946329302479 アトラフィックス φ７．５リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）８０ｍｍ 4946329302479
アトラフィックス φ７．５リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）８５ｍｍ 4946329302486 アトラフィックス φ７．５リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）８５ｍｍ 4946329302486
アトラフィックス φ７．５リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）９０ｍｍ 4946329302493 アトラフィックス φ７．５リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）９０ｍｍ 4946329302493
アトラフィックス φ７．５リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）９５ｍｍ 4946329302509 アトラフィックス φ７．５リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）９５ｍｍ 4946329302509
アトラフィックス φ７．５リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）１００ｍｍ 4946329302516 アトラフィックス φ７．５リダクションスクリュー（φ５．５ロッド用）１００ｍｍ 4946329302516
アトラフィックス φ５．０リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）２０ｍｍ 4946329302523 アトラフィックス φ５．０リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）２０ｍｍ 4946329302523
アトラフィックス φ５．０リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）２５ｍｍ 4946329302530 アトラフィックス φ５．０リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）２５ｍｍ 4946329302530
アトラフィックス φ５．０リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）３０ｍｍ 4946329302547 アトラフィックス φ５．０リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）３０ｍｍ 4946329302547
アトラフィックス φ５．０リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）３５ｍｍ 4946329302554 アトラフィックス φ５．０リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）３５ｍｍ 4946329302554
アトラフィックス φ５．０リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）４０ｍｍ 4946329302561 アトラフィックス φ５．０リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）４０ｍｍ 4946329302561
アトラフィックス φ５．０リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）４５ｍｍ 4946329302578 アトラフィックス φ５．０リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）４５ｍｍ 4946329302578
アトラフィックス φ５．０リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）５０ｍｍ 4946329302585 アトラフィックス φ５．０リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）５０ｍｍ 4946329302585
アトラフィックス φ５．０リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）５５ｍｍ 4946329302592 アトラフィックス φ５．０リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）５５ｍｍ 4946329302592
アトラフィックス φ５．０リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）６０ｍｍ 4946329302608 アトラフィックス φ５．０リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）６０ｍｍ 4946329302608
アトラフィックス φ５．０リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）６５ｍｍ 4946329302615 アトラフィックス φ５．０リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）６５ｍｍ 4946329302615
アトラフィックス φ５．０リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）７０ｍｍ 4946329302622 アトラフィックス φ５．０リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）７０ｍｍ 4946329302622
アトラフィックス φ５．０リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）７５ｍｍ 4946329302639 アトラフィックス φ５．０リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）７５ｍｍ 4946329302639
アトラフィックス φ５．０リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）８０ｍｍ 4946329302646 アトラフィックス φ５．０リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）８０ｍｍ 4946329302646
アトラフィックス φ５．５リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）２０ｍｍ 4946329302653 アトラフィックス φ５．５リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）２０ｍｍ 4946329302653
アトラフィックス φ５．５リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）２５ｍｍ 4946329302660 アトラフィックス φ５．５リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）２５ｍｍ 4946329302660
アトラフィックス φ５．５リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）３０ｍｍ 4946329302677 アトラフィックス φ５．５リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）３０ｍｍ 4946329302677
アトラフィックス φ５．５リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）３５ｍｍ 4946329302684 アトラフィックス φ５．５リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）３５ｍｍ 4946329302684
アトラフィックス φ５．５リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）４０ｍｍ 4946329302691 アトラフィックス φ５．５リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）４０ｍｍ 4946329302691
アトラフィックス φ５．５リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）４５ｍｍ 4946329302707 アトラフィックス φ５．５リダクションスクリュー（φ６．０ロッド用）４５ｍｍ 4946329302707

（誤） （正）
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平成28年1月29日付 保医発0129第1号 P.29 保険適用開始年月日：平成28年2月1日

別表６ 別表６
製品名 製品コード 製品名 製品コード

Ｄｉｓｔａｌ Ｆｉｂｕｌａ Ｐｌａｔｅ 4560436511304 Ｄｉｓｔａｌ Ｆｉｂｕｌａ Ｐｌａｔｅ 4560436511304

4560436511311 4560436511311

4560436511328 4560436511328

4560436511335 4560436511335

4560436511342 4560436511342

4560436511359 4560436511359

4560436511366 4560436511366

4560436511373 4560436511373

4560436511380 4560436511380

4560436511397 4560436511397

4560436511403 4560436511403

4560436511410 4560436511410

4560436511427 4560436511427

4560436511434 4560436511434

4560436511441 4560436511441

4560436511450 4560436511458

4560436511465 4560436511465

4560436511472 4560436511472

4560436511489 4560436511489

4560436511496 4560436511496

Ａｎｔｅｒｉｏｒ Ｔｉｂｉａ Ｐｌａｔｅ 4560436511502 Ａｎｔｅｒｉｏｒ Ｔｉｂｉａ Ｐｌａｔｅ 4560436511502

4560436511519 4560436511519

4560436511526 4560436511526

4560436511533 4560436511533

4560436511540 4560436511540

4560436511559 4560436511557

4560436511564 4560436511564

4560436511571 4560436511571

4560436511588 4560436511588

4560436511595 4560436511595

4560436511601 4560436511601

4560436511618 4560436511618

Ｍｅｄｉａｌ Ｔｉｂｉａ Ｐｌａｔｅ 4560436511625 Ｍｅｄｉａｌ Ｔｉｂｉａ Ｐｌａｔｅ 4560436511625

4560436511632 4560436511632

4560436511649 4560436511649

4560436511656 4560436511656

4560436511663 4560436511663

4560436511670 4560436511670

4560436511687 4560436511687

4560436511694 4560436511694

4560436511700 4560436511700

4560436511717 4560436511717

4560436511724 4560436511724

4560436511731 4560436511731

4560436511748 4560436511748

4560436511755 4560436511755

4560436511762 4560436511762

4560436511779 4560436511779

（誤） （正）
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