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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 28 年３月

25 日厚生労働省告示第 90 号をもって改正され、平成 28 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 28 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 28 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 28 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》

告示番号
（従前）

先進医療技術名 都道府県 実施している医療機関の名称

東京都 東京大学医学部附属病院

大阪府 独立行政法人国立循環器病研究センター

東京都 日本赤十字社医療センター

東京都 社会福祉法人　三井記念病院

神奈川県 学校法人北里研究所　北里大学病院

愛知県 医療法人　蜂友会　はちや整形外科病院

大分県 財団法人野口記念会野口病院

群馬県 国立大学法人群馬大学医学部附属病院

東京都 財団法人癌研究会　有明病院

東京都 日本大学医学部附属板橋病院

東京都 東京大学医学部附属病院

埼玉県 埼玉協同病院

東京都 財団法人日産厚生会　玉川病院

千葉県 独立行政法人国立病院機構　千葉医療センター

東京都 東京慈恵会医科大学附属病院

埼玉県 埼玉医科大学病院

神奈川県 横浜市立大学附属市民総合医療センター

佐賀県 佐賀大学医学部附属病院

千葉県 千葉県済生会習志野病院

新潟県 新潟大学医歯学総合病院

千葉県 千葉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

東京都 独立行政法人　国立国際医療研究センター病院

東京都 東京医科大学八王子医療センター

東京都 社会福祉法人　仁生社　江戸川病院

三重県 三重大学医学部附属病院

岐阜県 岐阜市民病院

青森県 弘前大学医学部附属病院

岐阜県 地方独立行政法人　岐阜県総合医療センター

鳥取県 鳥取大学医学部附属病院

大阪府 大阪府立急性期・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

埼玉県 医療法人明浩会　西大宮病院

千葉県 国保松戸市立病院

群馬県 伊勢崎市民病院

富山県 富山県済生会高岡病院

岐阜県 岐阜大学医学部附属病院

東京都
公益財団法人　東京都保健医療公社　多摩南部地域
病院

静岡県 静岡県立総合病院

静岡県 国際医療福祉大学熱海病院

平成28年4月1日より保険適用される先進医療技術
（平成28年3月1日現在）

23
非生体ドナーから採取された同種骨・靱帯
組織の凍結保存

2 凍結保存同種組織を用いた外科治療

34 ＲＥＴ遺伝子診断



告示番号
（従前）

先進医療技術名 都道府県 実施している医療機関の名称

愛知県 公立陶生病院

京都府 医療法人同仁会（社団）　京都九条病院

静岡県 浜松医療センター

山形県 社会福祉法人恩賜財団済生会山形済生病院

東京都 東京医科歯科大学医学部附属病院

高知県 高知赤十字病院

富山県 富山県済生会富山病院

神奈川県 医療法人社団 三成会 新百合ヶ丘総合病院

沖縄県 医療法人八重瀬会　同仁病院

神奈川県 西横浜国際総合病院

神奈川県 学校法人北里研究所　北里大学病院

静岡県 医療法人社団青虎会　フジ虎ノ門整形外科病院

京都府 医療法人　社団石鎚会　田辺中央病院

大分県 医療法人社団唱和会　明野中央病院

愛知県 藤田保健衛生大学病院

愛知県 独立行政法人国立病院機構　名古屋医療センター

鹿児島県 鹿児島大学病院

大分県 国家公務員共済組合連合会新別府病院

富山県 富山県立中央病院

徳島県 地方独立行政法人　徳島県鳴門病院

大分県 社会医療法人玄真堂　川嶌整形外科病院

神奈川県 総合新川橋病院

福岡県 国家公務員共済組合連合会　新小倉病院

神奈川県 川﨑市立川崎病院

東京都 医療法人社団明芳会　高島平中央総合病院

奈良県 医療法人康仁会　西の京病院

山口県 独立行政法人国立病院機構　岩国医療センター

山梨県 市立甲府病院

千葉県 総合病院国保旭中央病院

熊本県 熊本赤十字病院

新潟県 済生会新潟第二病院

静岡県 独立行政法人国立病院機構　静岡医療センター

熊本県 熊本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

滋賀県 滋賀医科大学医学部附属病院

38 網膜芽細胞腫の遺伝子診断 東京都 独立行政法人 国立がん研究センター中央病院

東京都 日本歯科大学歯学部附属病院

宮城県 東北大学病院

埼玉県 明海大学歯学部付属明海大学病院

大阪府 大阪歯科大学附属病院

新潟県 新潟大学医歯学総合病院

長崎県 国立大学法人　長崎大学病院

大阪府 大阪大学歯学部附属病院

徳島県 徳島大学病院

東京都 日本医科大学付属病院

37
単純疱疹ウイルス感染症又は水痘帯状疱
疹ウイルス感染迅速診断（リアルタイムＰＣ
Ｒ法）

36 実物大臓器立体モデルによる手術支援

41
有床義歯補綴治療における総合的咬合・
咀嚼機能検査



告示番号
（従前）

先進医療技術名 都道府県 実施している医療機関の名称

岡山県 倉敷成人病センター

大阪府 公益財団法人日本生命済生会　付属日生病院

東京都 東京大学医学部附属病院

岐阜県 岐阜市民病院

新潟県 新潟市民病院

東京都 日本医科大学付属病院

愛知県 独立行政法人地域医療機能推進機構　中京病院

兵庫県 医療法人明仁会　明舞中央病院

広島県 独立行政法人国立病院機構　福山医療センター

北海道 医療法人社団　函館脳神経外科病院

東京都 医療法人順和会　山王病院

静岡県 国際医療福祉大学熱海病院

岡山県 川崎医科大学附属病院

長崎県 日本赤十字社長崎原爆病院

宮城県 独立行政法人国立病院機構　仙台医療センター

奈良県 奈良県立医科大学附属病院

和歌山県 角谷整形外科病院

熊本県 荒尾市民病院

静岡県 総合病院聖隷三方原病院

大分県 大分県立病院

静岡県 浜松医療センター

沖縄県 琉球大学医学部附属病院

福井県 福井県済生会病院

北海道 札幌医科大学附属病院

群馬県 前橋赤十字病院

沖縄県 医療法人豊誠会　牧港クリニック

山形県 山形県立中央病院

埼玉県 深谷赤十字病院

栃木県 独立行政法人国立病院機構　栃木医療センター

北海道 医療法人一仁会　南札幌脳神経外科

東京都 独立行政法人国立病院機構災害医療センター

宮崎県 宮崎大学医学部附属病院

神奈川県 学校法人北里研究所　北里大学病院

富山県 国立大学法人富山大学附属病院

島根県 松江市立病院

石川県 金沢医科大学病院

熊本県 熊本機能病院

北海道 医療法人明日佳　札幌宮の沢脳神経外科病院

福岡県 福岡新水巻病院

福岡県 産業医科大学病院

神奈川県 公立大学法人　横浜市立大学附属病院

香川県 香川県立中央病院

福島県
一般財団法人脳神経疾患研究所　附属総合南東北病
院

静岡県 焼津市立総合病院

48 腹腔鏡下仙骨膣固定術

49 硬膜外自家血注入療法



告示番号
（従前）

先進医療技術名 都道府県 実施している医療機関の名称

愛知県 愛知医科大学病院

山梨県 山梨大学医学部附属病院

愛知県 豊橋市民病院

佐賀県 佐賀大学医学部附属病院

高知県 高知大学医学部附属病院

鹿児島県 鹿児島市立病院

静岡県 医療法人社団親和会　西島病院

神奈川県 昭和大学横浜市北部病院

福岡県 福岡大学病院

長崎県 長崎大学病院

大分県 大分大学医学部附属病院

東京都 昭和大学江東豊洲病院

新潟県 新潟大学医歯学総合病院

沖縄県 社会医療法人かりゆし会　ハートライフ病院

兵庫県 神戸大学医学部附属病院

東京都 日本医科大学付属病院

岩手県 岩手医科大学附属病院

鹿児島県 鹿児島大学病院

東京都
学校法人国際医療福祉大学　国際医療福祉大学三田
病院

東京都 国家公務員共済組合連合会　虎の門病院

大阪府 大阪警察病院

茨城県 筑波大学附属病院

福島県 公立大学法人　福島県立医科大学附属病院

北海道 旭川医科大学病院

50
食道アカラシア等に対する経口内視鏡的
筋層切開術

56 内視鏡下頸部良性腫瘍摘出術



《別添２》

告示番号
（従前）

先進医療技術名 都道府県 実施している医療機関の名称

広島県 広島大学病院

埼玉県 学校法人　埼玉医科大学　埼玉医科大学病院

富山県 国立大学法人　富山大学附属病院

三重県 三重大学医学部附属病院

兵庫県 神戸大学医学部附属病院

7 成長障害の遺伝子診断 兵庫県 神戸大学医学部附属病院

東京都 日本医科大学付属病院

大阪府 大阪市立大学医学部附属病院

東京都 昭和大学病院

千葉県 千葉大学医学部附属病院

兵庫県 兵庫医科大学病院

栃木県 自治医科大学附属病院

東京都 東京大学医学部附属病院

東京都 順天堂大学医学部附属順天堂医院

大阪府 大阪大学医学部附属病院

宮城県 仙台ペインクリニック

大分県 大分大学医学部附属病院

佐賀県 佐賀大学医学部附属病院

東京都 ＪＲ東京総合病院

京都府 京都府立医科大学附属病院

長崎県 国立大学法人　長崎大学病院

13
重症ＢＣＧ副反応症例における遺伝子診
断（対象保険医療機関がないため、先進
医療技術名のみ削除）

－ －

15 マントル細胞リンパ腫の遺伝子検査 群馬県 国立大学法人　群馬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

三重県 三重大学医学部附属病院

福井県 福井大学医学部附属病院

島根県 島根大学医学部附属病院

熊本県 熊本大学医学部附属病院

27
自己腫瘍・組織を用いた活性化自己リン
パ球移入療法

東京都 北里大学　北里研究所病院

愛知県 名古屋市立大学病院

長野県 信州大学医学部附属病院

兵庫県 兵庫医科大学病院

岡山県 岡山大学病院

三重県 三重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

悪性高熱症診断法（スキンドファイバー
法）

4 先天性血液凝固異常症の遺伝子診断

平成28年3月31日をもって廃止となる先進医療技術
（平成28年3月1日現在）

8 経頸静脈肝内門脈大循環短絡術

22
ＣＹＰ２Ｃ１９遺伝子多型検査に基づくテー
ラーメイドのヘリコバクター・ピロリ除菌療
法

12
硬膜外腔内視鏡による難治性腰下肢痛の
治療

3



告示番号
（従前）

先進医療技術名 都道府県 実施している医療機関の名称

群馬県 国立大学法人群馬大学医学部附属病院

千葉県 独立行政法人国立国際医療研究センター国府台病院

東京都 順天堂大学医学部附属順天堂医院

栃木県 獨協医科大学病院

福井県 福井大学医学部附属病院

東京都 東京慈恵会医科大学附属病院

東京都 日本医科大学付属病院

島根県 国立大学法人島根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市民総合医療セン
ター

熊本県 熊本大学医学部附属病院

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 独立行政法人　国立国際医療研究センター病院

愛知県 名古屋市立大学病院

千葉県 独立行政法人国立国際医療研究センター国府台病院

神奈川県 聖マリアンナ医科大学病院

千葉県 医療法人財団松圓会　東葛クリニック病院

石川県 金沢医科大学病院

東京都 聖路加国際病院

東京都 独立行政法人　国立国際医療研究センター病院

熊本県 熊本大学医学部附属病院

47 自家嗅粘膜移植による脊髄再生治療 大阪府 大阪大学医学部附属病院

45
多血小板血漿を用いた難治性皮膚潰瘍
の治療

39

（１）ＩＬ28Ｂの遺伝子診断によるインター
フェロン治療効果の予測評価

（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）ＩＬ28Ｂの遺伝子診断によるイン
ターフェロン治療効果の予測評価
（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
機関）ＩＬ28Ｂの遺伝子診断によるインター
フェロン治療効果の予測評価


