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先進医療の取消しについて 

 

 

 今般、先進医療の施設基準の見直し等に伴い、厚生労働大臣の定める先進医

療及び施設基準（平成 20 年厚生労働省告示第 129 号）の一部が平成 30 年３月

26 日厚生労働省告示第百二十八号をもって改正され、平成 30 年４月１日から

適用されることとなったところである。 

 これに伴い、別添１に示す先進医療については、平成 30 年４月１日より保険

適用されること及び別添２に示す先進医療については、平成 30 年３月 31 日を

もって廃止されることとなることから、別添１及び別添２に示す先進医療の届

出を行っている保険医療機関に対し、平成 30 年４月１日より当該先進医療が取

り消される旨を速やかに文書により通知されたい。 

 



《別添１》

熊本県 熊本大学医学部附属病院
－ －

愛知県 国立大学法人　名古屋大学医学部附属病院
静岡県 浜松医科大学医学部附属病院
茨城県 筑波大学附属病院
東京都 国立成育医療研究センター
島根県 島根大学医学部附属病院
高知県 高知大学医学部附属病院附属病院
愛知県 名古屋第一赤十字病院
愛知県 藤田保健衛生大学病院

大阪府 大阪大学医学部附属病院
佐賀県 伊万里眼科
佐賀県 谷口眼科
東京都 東邦大学医療センター大森病院
広島県 医療法人社団ひかり会　木村眼科内科病院
福岡県 林眼科病院
茨城県 筑波大学附属病院
千葉県 東京歯科大学市川総合病院
東京都 東京歯科大学水道橋病院
愛知県 医療法人社団同潤会　眼科杉田病院
京都府 京都府立医科大学附属病院
三重県 医療法人　東海眼科
愛媛県 愛媛大学医学部附属病院
大阪府 医療法人聖明会　坪井眼科
栃木県 獨協医科大学病院
東京都 順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター
福岡県 医療法人　岡眼科クリニック
北海道 名寄市立総合病院
茨城県 松本眼科
福井県 福井大学医学部附属病院
宮崎県 医療法人明和会　宮田眼科病院
鹿児島県 医療法人明和会　鹿児島宮田眼科
京都府 医療法人千照会　千原眼科医院
－ －

沖縄県 琉球大学医学部附属病院
東京都 慶應義塾大学病院
－ －

茨城県 高田眼科
東京都 東京大学医学部附属病院
東京都 二本松眼科病院
東京都 医療法人社団　調布眼科医院
－ －

富山県 真生会富山病院
－ －

東京都 日本大学医学部附属板橋病院
東京都 杏林大学医学部付属病院
広島県 広島大学病院
神奈川県 横浜市立大学附属市民総合医療センター
神奈川県 医療法人社団三穂会　満尾医院　眼科・内科
－ －

兵庫県 眼科　中橋クリニック
栃木県 医療法人アイアールエス　伊野田眼科クリニック
埼玉県 医療法人社団東光会　戸田中央総合病院
東京都 医療法人社団達洋会　杉田眼科
東京都 清水眼科
東京都 東邦大学医療センター大橋病院
－ －

富山県 国立大学法人富山大学附属病院
神奈川県 長後えんどう眼科
大阪府 山岸眼科
埼玉県 大宮七里眼科
－ －

大阪府 独立行政法人地域医療機能推進機構　大阪みなと中央病院
愛知県 独立行政法人地域医療機能推進機構　中京病院
－ －

岐阜県 岐阜赤十字病院
神奈川県 深作眼科内科リハビリ科横浜西口楠町本院
北海道 医療法人社団　大橋眼科
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新潟県 医療法人信眼会　長岡眼科医院
兵庫県 おじま眼科クリニック
埼玉県 医療法人社団　豊栄会　さだまつ眼科クリニック
鳥取県 鳥取大学医学部附属病院
千葉県 総合病院国保旭中央病院
徳島県 医療法人　藤田眼科
静岡県 医療法人社団　橘桜会　さくら眼科
神奈川県 だんのうえ眼科クリニック
広島県 医療法人　みやた眼科
宮城県 医療法人　桑友会　佐藤裕也眼科医院
東京都 聖路加国際病院
神奈川県 神奈川北央医療生活協同組合さがみ生協病院
広島県 医療法人　庄原眼科病院
大阪府 一般財団法人　大阪府警察協会　大阪警察病院
滋賀県 滋賀医科大学医学部附属病院
東京都 藤田眼科
愛知県 藤田保健衛生大学病院
岡山県 医療法人博温会　川島眼科
愛知県 医療法人　安間眼科
千葉県 柿田眼科
兵庫県 神戸大学医学部附属病院
－ －

北海道 医療法人社団江山会　江口眼科病院
福岡県 岡眼科天神クリニック
大阪府 独立行政法人　地域医療機能推進機構　大阪病院
兵庫県 落合眼科医院
熊本県 熊本大学医学部附属病院
東京都 医療法人社団　南青山アイクリニック
福島県 一般財団法人　脳神経疾患研究所　附属　南東北眼科クリニック
東京都 国家公務員共済組合連合会　虎の門病院
福井県 福井赤十字病院
栃木県 青木眼科医院
広島県 医療法人節和会　三好眼科
大阪府 社会医療法人生長会　府中病院
茨城県 サトウ眼科
愛知県 医療法人豊田会　刈谷豊田総合病院
東京都 東京慈恵会医科大学附属病院
福岡県 荒川眼科医院
兵庫県 伊田眼科クリニック
石川県 金沢医科大学病院
東京都 大森たなか眼科
東京都 深作眼科　六本木院
埼玉県 アイケアクリニック
東京都 国立研究開発法人　国立国際医療研究センター病院
東京都 医療法人社団済安堂　お茶の水・井上眼科クリニック
大阪府 地方独立行政法人堺市立病院機構　堺市立総合医療センター
千葉県 医療法人社団藤和会　加藤眼科
－ －
－ －
－ －

茨城県 医療法人　小沢眼科内科病院
石川県 わかばやし眼科クリニック
香川県 白井病院
大阪府 医療法人創夢会　むさしドリーム眼科
福岡県 望月眼科
福島県 伊藤眼科
東京都 順天堂大学医学部附属順天堂医院
東京都 東京医科大学病院
鹿児島県 医療法人六幸会　田中眼科
鹿児島県 医療法人　高倉眼科
福岡県 医療法人松井医仁会　大島眼科病院
神奈川県 聖マリアンナ医科大学病院
東京都 冨田実アイクリニック銀座
神奈川県 川崎市立多摩病院
埼玉県 医療法人社団実直会　川口とみた眼科
東京都 医療法人社団碧明会　大沢眼科内科
愛知県 まえだ眼科
静岡県 眼科オガタ医院
京都府 医療法人社団洛和会　洛和会音羽病院
島根県 松江赤十字病院
東京都 医療法人社団　秋山眼科医院
愛知県 コスモス眼科
群馬県 医療法人社団孝安会　新田眼科　



－ －
埼玉県 医療法人アイシン　よつばアイクリニック
鹿児島県 医療法人こがひさお眼科クリニック
香川県 ふくだ眼科クリニック
福岡県 岡眼科飯塚クリニック
北海道 高柳眼科クリニック札幌
北海道 高柳眼科クリニック
大阪府 ふくなが眼科
愛知県 医療法人　とつか眼科
愛知県 医療法人湘山会　眼科三宅病院
島根県 国立大学法人島根大学医学部附属病院
沖縄県 医療法人　水晶会　安里眼科　おもろまち駅前
兵庫県 かなもり眼科クリニック
兵庫県 独立行政法人地域医療機能推進機構　神戸中央病院
鹿児島県 医療法人明星会　鹿児島園田眼科
神奈川県 医療法人社団湘仁会　さいとう眼科
東京都 学校法人　帝京大学　帝京大学医学部附属病院
高知県 高知大学医学部附属病院
富山県 新田眼科
静岡県 医療法人社団　浩陽会　石川眼科医院
岩手県 医療法人小笠原眼科クリニック
大阪府 大阪赤十字病院
埼玉県 埼玉医科大学総合医療センター
北海道 医療法人社団慶優会　たかみや眼科
神奈川県 塚原眼科医院　　
埼玉県 医療法人視心会　えのき眼科

愛知県 愛知医科大学病院
愛知県 独立行政法人　国立病院機構　名古屋医療センター
愛知県 独立行政法人　国立病院機構　名古屋医療センター
山形県 国立大学法人　山形大学医学部附属病院
富山県 国立大学法人富山大学附属病院
東京都 東京医科歯科大学医学部附属病院
東京都 独立行政法人　国立国際医療研究センター病院
大阪府 公益財団法人田附興風会医学研究所　北野病院
大阪府 大阪医科大学附属病院
和歌山県 日本赤十字社　和歌山医療センター
宮崎県 宮崎大学医学部附属病院
静岡県 浜松医科大学医学部附属病院
新潟県 新潟県立がんセンター新潟病院
鳥取県 鳥取大学医学部附属病院
－ －

神奈川県 地方独立行政法人神奈川県立病院機構　神奈川県立こども医療センター

東京都 東邦大学医療センター大森病院
京都府 京都大学医学部附属病院
高知県 高知県・高知市病院企業団立　高知医療センター
沖縄県 琉球大学医学部附属病院
広島県 広島赤十字・原爆病院
秋田県 社会医療法人明和会　中通総合病院
兵庫県 兵庫県立こども病院
東京都 東京都立小児総合医療センター
北海道 札幌医科大学附属病院
群馬県 群馬県立小児医療センター
青森県 弘前大学医学部附属病院
大阪府 大阪市立大学医学部附属病院
神奈川県 公立大学法人　横浜市立大学附属病院
福井県 福井大学医学部附属病院
神奈川県 東海大学医学部付属病院
福島県 公立大学法人福島県立医科大学附属病院
鹿児島県 鹿児島大学病院
栃木県 獨協医科大学病院
－ －

東京都 帝京大学医学部附属病院
愛知県 豊橋市民病院
千葉県 千葉大学医学部附属病院
福岡県 国家公務員共済組合連合会　浜の町病院
滋賀県 滋賀医科大学医学部附属病院
兵庫県 神戸大学医学部附属病院
広島県 広島大学病院
宮城県 東北大学病院
千葉県 千葉県こども病院
東京都 東京大学医学部附属病院
兵庫県 兵庫県立塚口病院

25 （１）急性リンパ性白血病細胞
の免疫遺伝子再構成を利用
した定量的ＰＣＲ法による骨（２）（他の保険医療機関に対
して検体の採取以外の業務
を委託して実施する保険医療
機関）急性リンパ性白血病細
胞の免疫遺伝子再構成を利
用した定量的ＰＣＲ法による
骨髄微小残存病変（ＭＲＤ）量
の測定



三重県 国立大学法人　三重大学医学部附属病院
山口県 山口大学医学部附属病院
京都府 京都府立医科大学附属病院
千葉県 成田赤十字病院
－ －

茨城県 茨城県立こども病院
福岡県 福岡大学病院
大阪府 大阪赤十字病院
福岡県 産業医科大学病院
新潟県 新潟大学医歯学総合病院
埼玉県 埼玉県立小児医療センター
東京都 聖路加国際病院
北海道 社会医療法人北楡会　札幌北楡病院
大分県 大分大学医学部附属病院
山梨県 山梨大学医学部附属病院
－ －

北海道 北海道大学病院
岡山県 公益財団法人　大原記念倉敷中央医療機構　倉敷中央病院
群馬県 群馬大学医学部附属病院
石川県 国立大学法人　金沢大学附属病院
静岡県 独立行政法人静岡県立病院機構　静岡県立こども病院
高知県 高知大学医学部附属病院
埼玉県 防衛医科大学校病院
栃木県 自治医科大学附属病院
佐賀県 佐賀大学医学部附属病院
大阪府 近畿大学医学部附属病院
福岡県 久留米大学病院
愛媛県 愛媛大学医学部附属病院
長崎県 国立大学法人　長崎大学病院
東京都 国立研究開発法人国立成育医療研究センター
愛知県 名古屋第一赤十字病院
大阪府 大阪大学医学部附属病院
愛知県 名古屋市立大学病院
香川県 独立行政法人国立病院機構四国こどもとおとなの医療センター
北海道 国立大学法人　旭川医科大学病院
静岡県 社会福祉法人　聖隷福祉事業団　総合病院　聖隷浜松病院
香川県 香川大学医学部附属病院
宮城県 宮城県立こども病院
岡山県 岡山大学病院
京都府 京都市立病院
奈良県 奈良県立医科大学附属病院
大阪府 地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪国際がんセンター
愛知県 愛知県厚生農業協同組合連合会安城厚生病院
京都府 独立行政法人国立病院機構舞鶴医療センター
東京都 慶應義塾大学病院
愛知県 愛知医科大学病院
愛知県 独立行政法人　国立病院機構　名古屋医療センター

東京都 日本歯科大学附属病院
徳島県 徳島大学病院
大阪府 大阪歯科大学附属病院
長崎県 国立大学法人　長崎大学病院
宮城県 東北大学病院
福岡県 公立大学法人　九州歯科大学附属病院

東京都 日本医科大学付属病院
鹿児島県 鹿児島大学病院
大阪府 大阪警察病院
茨城県 筑波大学附属病院
北海道 旭川医科大学病院
東京都 国際医療福祉大学三田病院
岡山県 独立行政法人国立病院機構岡山医療センター

大阪府 大阪大学医学部附属病院
北海道 市立函館病院
大阪府 大阪医科大学附属病院
愛知県 豊橋市民病院
－ －

東京都 公益財団法人がん研究会　有明病院
石川県 石川県立中央病院
三重県 地方独立行政法人　三重県立総合医療センター
東京都 独立行政法人国立病院機構　東京医療センター
神奈川県 医療法人社団三成会　新百合ケ丘総合病院
大阪府 独立行政法人労働者健康福祉機構　大阪労災病院

（３）（(2)に規定する保険医療
機関から検体の採取以外の
業務を受託する保険医療機

30 金属代替材料としてグラス
ファイバーで補強された高強
度のコンポジットレジンを用い
た三ユニットブリッジ治療

33 内視鏡下甲状腺悪性腫瘍手
術

36 腹腔鏡下広汎子宮全摘術



富山県 富山県立中央病院
岡山県 倉敷成人病センター
神奈川県 横浜市立市民病院
神奈川県 大和市立病院
大阪府 近畿大学医学部附属病院
島根県 国立大学法人　島根大学医学部附属病院
鹿児島県 鹿児島大学病院
北海道 手稲渓仁会病院
－ －

広島県 地方独立行政法人広島市立病院機構　広島市立広島市民病院
大阪府 関西医科大学附属枚方病院
福岡県 済生会福岡総合病院
愛知県 藤田保健衛生大学病院
愛知県 名古屋大学医学部附属病院
京都府 京都大学医学部附属病院
山梨県 地方独立行政法人山梨県立病院機構　山梨県立中央病院
石川県 国立大学法人金沢大学附属病院
福岡県 産業医科大学病院
福岡県 九州大学病院
神奈川県 社会医療法人財団石心会　川崎幸病院
長崎県 国立大学法人　長崎大学病院
愛媛県 愛媛大学医学部附属病院
大阪府 市立貝塚病院
熊本県 熊本赤十字病院
北海道 ＪＡ北海道厚生連　旭川厚生病院
奈良県 公益財団法人　天理よろづ相談所病院
京都府 京都第一赤十字病院
三重県 国立大学法人　三重大学医学部附属病院
福岡県 久留米大学病院
新潟県 新潟大学医歯学総合病院
静岡県 地方独立行政法人静岡県立病院機構　静岡県立総合病院
福岡県 独立行政法人国立病院機構小倉医療センター
愛知県 愛知医科大学病院
兵庫県 神戸市立医療センター中央市民病院
東京都 慶應義塾大学病院
神奈川県 社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県　済生会横浜市東部病院

長崎県 社会福祉法人恩賜財団済生会支部　済生会長崎病院
埼玉県 越谷市立病院
大阪府 社会医療法人愛仁会　千船病院
愛知県 トヨタ記念病院
大分県 大分大学医学部附属病院
北海道 国立大学法人　旭川医科大学病院
神奈川県 公立大学法人横浜市立大学附属病院
奈良県 奈良県立医科大学附属病院
北海道 札幌医科大学附属病院
京都府 京都府立医科大学附属病院
神奈川県 聖マリアンナ医科大学病院
大阪府 公益財団法人田附興風会医学研究所　医学研究所　北野病院



《別添2》

－ －
愛知県 藤田保健衛生大学病院
大阪府 大阪市立総合医療センター
東京都 独立行政法人　国立国際医療研究センター病院

－ －
宮城県 東北大学病院
千葉県 化学療法研究所附属病院
愛知県 独立行政法人　国立長寿医療研究センター
神奈川県 公立大学法人　横浜市立大学附属病院
岡山県 川崎医科大学附属病院
神奈川県 独立行政法人　労働者健康福祉機構　関東労災病院
千葉県 医療法人社団　新緑会　こうづ整形外科
千葉県 東京歯科大学市川総合病院

20 フェニルケトン尿症の遺伝子診 大阪府 大阪市立大学医学部附属病院

26 最小侵襲椎体椎間板掻爬洗浄術 北海道 北海道大学病院

新潟県 医療法人社団健進会　新津医療センター病院
福井県 福井大学医学部附属病院
愛知県 愛知医科大学病院
埼玉県 防衛医科大学校病院
－ －

高知県 高知大学医学部附属病院
徳島県 徳島大学病院

34 FOLFOX6単独療法における血
中5－FU濃度モニタリング情報
を用いた5－FU投与量の決定

平成30年4月1日より廃止される先進医療技術
（平成30年3月1日現在）

2 三次元形状解析による体表の
形態的診断

14 定量的ＣＴを用いた有限要素法
による骨強度予測評価


