事 務 連 絡 （ 保 143）
平 成 29 年 10 月 25 日
都道府県医師会
事 務 局 長

殿
日本医師会医療保険課

「医療機器の保険適用について」の一部訂正について

新たに保険適用となった医療機器につきましては、随時ご連絡申し上げている
ところであります。
今般、平成 29 年 8 月 31 日付 保医発 0831 第 5 号「医療機器の保険適用に
ついて」（平成 29 年 9 月 28 日付 日医発第 636 号（保 115））に示された内
容について、厚生労働省保険局医療課より一部訂正等の事務連絡がありました
ので、お知らせいたします。

（添付資料）
「医療機器の保険適用について」の一部訂正について
（平 29. 9. 29

厚生労働省保険局医療課事務連絡）

事務連'絡
平成29年9月29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)
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)

御中

厚生労働省保険局医療課

「医療機器の保険適用について」の一部訂正につぃて

平成29年8月31日付保医発0831第5号に船ける「医療機器の保険適用にっいて」にっきまし
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)
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