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先進医療を実施している医療機関の一覧
厚生労働省ホームページより（「がん医療」関連に限定して転載）

平成 26年 4月 1日現在　第２項先進医療技術　【先進医療Ａ】
先進医療技術名 都道府県 実施している医療機関の名称

造血器腫瘍細胞における薬剤耐性遺伝子産物Ｐ糖蛋白の測定 静岡県 浜松医科大学医学部附属病院

陽子線治療

千葉県 国立がん研究センター東病院

兵庫県 兵庫県立粒子線医療センター

静岡県 静岡県立静岡がんセンター

茨城県 筑波大学附属病院

福島県 財団法人　脳神経疾患研究所附属南東北がん陽子線治療セン
ター

鹿児島県 財団法人メディポリス医学研究財団　がん粒子線治療研究センター

福井県 福井県立病院

愛知県 名古屋市立西部医療センター

重粒子線治療

千葉県 独立行政法人放射線医学総合研究所・重粒子医科学センター
病院

兵庫県 兵庫県立粒子線医療センター

群馬県 国立大学法人　群馬大学医学部附属病院

佐賀県 九州国際重粒子線がん治療センター

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

抗悪性腫瘍剤治療における薬剤耐性遺伝子検査

香川県 香川大学医学部附属病院

宮崎県 宮崎大学医学部附属病院

宮城県 宮城県立がんセンター

愛知県 名古屋大学医学部附属病院

大分県 大分大学医学部附属病院

兵庫県 神戸大学医学部附属病院

福井県 福井大学医学部附属病院

千葉県 千葉県がんセンター

東京都 慶應義塾大学病院

東京都 東京大学医学部附属病院

沖縄県 琉球大学医学部附属病院

泌尿生殖器腫瘍後腹膜リンパ節転移に対する腹腔鏡下リンパ
節郭清術

宮城県 東北大学病院

愛知県 国立大学法人　名古屋大学医学部附属病院

岡山県 川崎医科大学附属病院

東京都 杏林大学医学部付属病院

大阪府 大阪医科大学附属病院

京都府 京都府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　大阪府立成人病センター

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

静岡県 浜松医科大学医学部附属病院

三重県 国立大学法人　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

樹状細胞および腫瘍抗原ペプチドを用いたがんワクチン療法

大分県 九州大学病院別府先進医療センター

滋賀県 滋賀医科大学医学部附属病院

東京都 東京女子医科大学病院

福島県 公立大学法人　福島県立医科大学附属病院

長野県 国立大学法人　信州大学医学部附属病院
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先進医療技術名 都道府県 実施している医療機関の名称

自己腫瘍・組織を用いた活性化自己リンパ球移入療法

山梨県 山梨大学医学部附属病院

福岡県 久留米大学病院

愛知県 愛知医科大学病院

東京都 北里大学　北里研究所病院

自己腫瘍・組織および樹状細胞を用いた活性化自己リンパ球
移入療法

山口県 山口大学医学部附属病院

岡山県 川崎医科大学附属病院

腹腔鏡下子宮体がん根治手術

新潟県 新潟大学医歯学総合病院

北海道 旭川医科大学病院

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 愛知医科大学病院

大阪府 大阪大学医学部附属病院

三重県 三重県立総合医療センター

東京都 順天堂大学医学部附属順天堂医

京都府 京都大学医学部附属病院

東京都 独立行政法人国立病院機構　東京医療センター

大阪府 公益財団法人　日本生命済生会　付属日生病院

大阪府 公益財団法人田附興風会医学研究所　北野病院

神奈川県 横浜市立大学附属市民総合医療センター

富山県 富山県立中央病院

岡山県 倉敷成人病センター

茨城県 筑波大学附属病院

大阪府 地方独立行政法人大阪府立病院機構　大阪府立成人病センター

大阪府 独立行政法人労働者健康福祉機構　大阪労災病院

熊本県 熊本赤十字病院

福岡県 産業医科大学病院

石川県 石川県立中央病院

福岡県 済生会福岡総合病院

東京都 慶應義塾大学病院

京都府 京都府立医科大学附属病院

神奈川県 公立大学法人　横浜市立大学附属病院 

岐阜県 岐阜市民病院 

神奈川県 医療法人社団 三成会 新百合ヶ丘総合病院 

東京都 日本医科大学付属病院

広島県 広島市立広島市民病院

三重県 国立大学法人　三重大学医学部附属病院

東京都 東邦大学医療センター大橋病院

大阪府 大阪府立急性期・総合医療センター

大阪府 市立貝塚病院

神奈川県 横浜市立市民病院

神奈川県 大和市立病院 

神奈川県 医療法人社団　緑成会　横浜総合病院

鹿児島県 鹿児島大学病院 

愛知県 豊橋市民病院 

大阪府 近畿大学医学部附属病院

奈良県 奈良県立医科大学附属病院 

東京都 武蔵野赤十字病院

愛知県 藤田保健衛生大学病院 

網膜芽細胞腫の遺伝子診断 東京都 国立がん研究センター中央病院
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先進医療技術名 都道府県 実施している医療機関の名称

（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法による骨髄微小残存病変（ＭＲＤ）量の測定

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

（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

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

大阪府 松下記念病院

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

高知県 高知県・高知市病院企業団立　高知医療センター

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

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

岩手県 岩手県立中部病院

北海道 札幌医科大学附属病院

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

（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）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

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 

愛知県 愛知医科大学病院

内視鏡下甲状腺悪性腫瘍手術
東京都 日本医科大学付属病院

鹿児島県 鹿児島大学病院

内視鏡下頸部良性腫瘍摘出術

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
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平成 26年 4月 1日現在　第３項先進医療技術　【先進医療Ｂ】　
先進医療技術名 都道府県 実施している医療機関の名称

化学療法に伴うカフェイン併用療法　悪性骨腫瘍または悪性
軟部腫瘍

石川県 金沢大学附属病院

大阪府 大阪市立大学医学部附属病院

福島県 公立大学法人　福島県立医科大学附属病院

宮崎県 宮崎大学医学部附属病院

愛媛県 愛媛大学医学部附属病院

大阪府 独立行政法人国立病院機構大阪医療センター

ラジオ波焼灼システムを用いた腹腔鏡補助下肝切除術　原発
性もしくは転移性肝がんまたは肝良性腫瘍

岩手県 岩手医科大学附属病院

長野県 国立大学法人　信州大学医学部附属病院

熊本県 熊本大学医学部附属病院

東京都 東邦大学医療センター大森病院

愛知県 藤田保健衛生大学坂文種報德會病院

大阪府 大阪大学医学部附属病院

大阪府 大阪医科大学附属病院

群馬県 群馬大学医学部附属病院

東京都 慶應義塾大学病院

大分県 大分赤十字病院

大阪府 大阪市立大学医学部附属病院

京都府 京都大学医学部附属病院

福岡県 九州大学病院

パクリタキセル腹腔内投与および静脈内投与ならびにＳ－１
内服併用療法　腹膜播種または進行性胃がん（腹水細胞診ま
たは腹腔洗浄細胞診により遊離がん細胞を認めるものに限
る。）

東京都 東京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

東京都 帝京大学医学部附属病院

大阪府 近畿大学医学部附属病院

兵庫県 兵庫医科大学病院

愛知県 愛知県がんセンター中央病院

石川県 金沢大学附属病院

鹿児島県 鹿児島大学病院

福井県 福井大学医学部附属病院

愛知県 名古屋大学医学部附属病院

茨城県 茨城県立中央病院

大阪府 地方独立行政法人大阪府立病院機構　大阪府立成人病センター

徳島県 徳島大学病院

東京都 東京都立多摩総合医療センター

群馬県 群馬大学医学部附属病院

愛知県 愛知医科大学病院

京都府 独立行政法人国立病院機構　京都医療センター

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　国立国際医療研究センター病院

静岡県 浜松医科大学医学部附属病院

パクリタキセル静脈内投与（１週間に１回投与するものに限
る。）およびカルボプラチン腹腔内投与（３週間に１回投与す
るものに限る。）の併用療法　上皮性卵巣がん、卵管がんまた
は原発性腹膜がん

埼玉県 埼玉医科大学国際医療センター

栃木県 自治医科大学附属病院

新潟県 新潟県立がんセンター　新潟病院

宮城県 東北大学病院

愛媛県 独立行政法人国立病院機構　四国がんセンター

鳥取県 鳥取市立病院

埼玉県 埼玉医科大学総合医療センター

栃木県 栃木県立がんセンター

群馬県 群馬大学医学部附属病院
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先進医療技術名 都道府県 実施している医療機関の名称

パクリタキセル静脈内投与（１週間に１回投与するものに限
る。）およびカルボプラチン腹腔内投与（３週間に１回投与す
るものに限る。）の併用療法　上皮性卵巣がん、卵管がんまた
は原発性腹膜がん

神奈川県 横浜市立市民病院

広島県 市立三次中央病院

広島県 広島県厚生農業協同組合連合会　廣島総合病院

茨城県 筑波大学附属病院

新潟県 新潟大学医歯学総合病院

大阪府 市立貝塚病院

大阪府 地方独立行政法人大阪府立病院機構　大阪府立成人病センター

奈良県 奈良県立医科大学附属病院

兵庫県 神戸市立医療センター中央市民病院

沖縄県 沖縄県立中部病院

岩手県 岩手医科大学附属病院

東京都 公益財団法人がん研究会　有明病院

広島県 独立行政法人国立病院機構　呉医療センター　中国がんセンター

鹿児島県 鹿児島市立病院

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

東京都 東京慈恵会医科大学附属病院

千葉県 東京慈恵会医科大学附属柏病院

東京都 東京慈恵会医科大学附属第三病院

群馬県 群馬県立がんセンター

東京都 昭和大学病院

三重県 三重県立総合医療センター

兵庫県 兵庫医科大学病院

福岡県 独立行政法人国立病院機構九州医療センター

山口県 山口大学医学部附属病院

東京都 慶應義塾大学病院

東京都 東京女子医科大学東医療センター

神奈川県 東海大学医学部付属病院

愛知県 愛知県がんセンター中央病院

三重県 三重大学医学部附属病院

大阪府 大阪医科大学附属病院

大阪府 大阪大学医学部附属病院

静岡県 静岡県立静岡がんセンター

長野県 国立大学法人　信州大学医学部附属病院

鳥取県 鳥取大学医学部附属病院

福井県 福井大学医学部附属病院

京都府 京都府立医科大学附属病院  11 月 20 日

兵庫県 兵庫県立がんセンター 

東京都 順天堂大学医学部附属順天堂医院 

パクリタキセル静脈内投与、カルボプラチン静脈内投与およ
びベバシズマブ静脈内投与の併用療法（これらを３週間に１
回投与するものに限る。）ならびにベバシズマブ静脈内投与
（３週間に１回投与するものに限る。）による維持療法　再発
卵巣がん、卵管がんまたは原発性腹膜がん

埼玉県 埼玉医科大学国際医療センター

岩手県 岩手医科大学附属病院

宮城県 東北大学病院

鳥取県 鳥取大学医学部附属病院

愛媛県 独立行政法人国立病院機構　四国がんセンター

鹿児島県 鹿児島市立病院

東京都 国立がん研究センター　中央病院

北海道 北海道大学病院

東京都 東京慈恵会医科大学附属病院

大阪府 近畿大学医学部附属病院

広島県 広島大学病院
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パクリタキセル静脈内投与、カルボプラチン静脈内投与およ
びベバシズマブ静脈内投与の併用療法（これらを３週間に１
回投与するものに限る。）ならびにベバシズマブ静脈内投与
（３週間に１回投与するものに限る。）による維持療法　再発
卵巣がん、卵管がんまたは原発性腹膜がん

新潟県 新潟大学医歯学総合病院

東京都 慶應義塾大学病院

静岡県 静岡県立静岡がんセンター

蛍光膀胱鏡を用いた５―アミノレブリン酸溶解液の経口投与
または経尿道投与による膀胱がんの光力学的診断　筋層非浸
潤性膀胱がん

高知県 高知大学医学部附属病院

山口県 山口大学医学部附属病院

奈良県 奈良県立医科大学附属病院

高知県 独立行政法人国立病院機構　高知病院

静岡県 浜松医科大学医学部附属病院

埼玉県 埼玉医科大学国際医療センター

三重県 三重大学医学部附属病院

島根県 島根大学医学部附属病院

大分県 大分大学医学部附属病院

東京都 東京都立多摩総合医療センター

大阪府 大阪医科大学附属病院

広島県 広島大学病院

12種類の腫瘍抗原ペプチドによるテーラーメイドのがんワク
チン療法　ホルモン不応性再燃前立腺がん（ドセタキセルの投
与が困難な者であって、ＨＬＡ―Ａ24が陽性であるものに係る
ものに限る。）

福岡県 久留米大学病院

青森県 弘前大学医学部附属病院

大阪府 近畿大学医学部附属病院

埼玉県 獨協医科大学越谷病院

パクリタキセル腹腔内反復投与療法　胃切除後の進行性胃が
ん（腹膜に転移しているもの、腹腔洗浄細胞診が陽性であるも
のまたはステージIIもしくはIIIであって肉眼型分類が３型（長
径が８㎝以上のものに限る。）もしくは４型であるものに限
る。）

愛知県 名古屋大学医学部付属病院

福岡県 九州大学病院

大阪府 近畿大学医学部附属病院

神奈川県 神奈川県立がんセンター

兵庫県 市立伊丹病院

千葉県 千葉県がんセンター

千葉県 東京慈恵会医科大学附属柏病院

東京都 東京慈恵会医科大学附属病院

群馬県 群馬大学医学部附属病院

石川県 金沢医科大学病院

兵庫県 兵庫県立淡路病院

愛知県 愛知県立がんセンター中央病院

大阪府 大阪府立急性期・総合医療センター

山形県 山形県立中央病院 

術後のホルモン療法およびＳ－１内服投与の併用療法　原発
性乳がん（エストロゲン受容体が陽性であって、ＨＥＲ２が陰
性のものに限る。）

京都府 京都大学医学部附属病院

北海道 JA北海道厚生連　旭川厚生病院

大阪府 市立貝塚病院

大阪府 医療法人英仁会　大阪ブレストクリニック

北海道 旭川医科大学病院

北海道 NTT 東日本札幌病院

北海道 北海道大学病院

福島県 北福島医療センター

千葉県 船橋市立医療センター

埼玉県 埼玉社会保険病院

東京都 日本大学医学部附属板橋病院

東京都 公益財団法人がん研究会　有明病院

神奈川県 財団法人神奈川警友会けいゆう病院

静岡県 静岡県立総合病院

静岡県 浜松医療センター

愛知県 愛知県がんセンター中央病院
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術後のホルモン療法およびＳ－１内服投与の併用療法　原発
性乳がん（エストロゲン受容体が陽性であって、ＨＥＲ２が陰
性のものに限る。）

岐阜県 岐阜大学医学部附属病院

大阪府 独立行政法人国立病院機構大阪医療センター

大阪府 地方独立行政法人大阪府立病院機構　大阪府立成人病センター

大阪府 八尾市立病院

広島県 独立行政法人国立病院機構　呉医療センター　中国がんセン
ター

福岡県 産業医科大学病院

長崎県 日本赤十字社　長崎原爆病院

福島県 公立大学法人　福島県立医科大学附属病院

愛知県 小牧市民病院

福島県 財団法人　星総合病院

京都府 社会福祉法人京都社会事業財団　京都桂病院

石川県 金沢医科大学病院

群馬県 群馬大学医学部附属病院

大阪府 地方独立行政法人　堺市立病院機構　市立堺病院

兵庫県 神戸市立医療センター中央市民病院

東京都 学校法人　帝京大学　帝京大学医学部附属病院

和歌山県 日本赤十字社和歌山医療センター

福井県 福井赤十字病院

兵庫県 兵庫県立がんセンター

愛知県 名古屋市立西部医療センター

大阪府 宗教法人　在日本南プレスビテリアンミッション　淀川キリ
スト教病院

滋賀県 滋賀医科大学医学部附属病院

熊本県 熊本赤十字病院

埼玉県 獨協医科大学越谷病院

愛知県 名古屋大学医学部附属病院

東京都 聖路加国際病院

北海道 KKR 札幌医療センター

愛知県 独立行政法人国立病院機構　名古屋医療センター

新潟県 新潟県立がんセンター新潟病院

福岡県 社会福祉法人恩賜財団済生会支部　福岡県済生会福岡総合病
院

兵庫県 独立行政法人労働者健康福祉機構　関西労災病院

茨城県 筑波大学附属病院

栃木県 自治医科大学附属病院

千葉県 千葉県がんセンター

神奈川県 東海大学医学部付属病院

山梨県 山梨大学医学部附属病院

新潟県 新潟県立中央病院

愛知県 名古屋市立大学病院

大阪府 大阪市立大学医学部附属病院

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 大阪赤十字病院

大阪府 財団法人大阪府警察協会　大阪警察病院

兵庫県 医療法人社団神鋼会　神鋼病院

奈良県 大和高田市立病院

広島県 県立広島病院

徳島県 徳島大学病院

福岡県 独立行政法人国立病院機構　九州医療センター
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福岡県 社会保険久留米第一病院

福岡県 医療法人にゅうわ会　及川病院

長崎県 長崎大学病院

鹿児島県 社会医療法人博愛会　相良病院

北海道 独立行政法人国立病院機構　北海道がんセンター

北海道 社会福祉法人函館厚生院　函館五稜郭病院

宮城県 独立行政法人国立病院機構　仙台医療センター

茨城県 独立行政法人国立病院機構　水戸医療センター

千葉県 独立行政法人　国立がん研究センター東病院

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　国立がん研究センター中央病院

東京都 杏林大学医学部付属病院

東京都 国家公務員共済組合連合会　虎の門病院

東京都 東京都立駒込病院

東京都 東京都立多摩総合医療センター

神奈川県 横浜市立市民病院

新潟県 新潟市民病院

長野県 国立大学法人　信州大学医学部附属病院

石川県 金沢大学附属病院

静岡県 独立行政法人労働者健康福祉機構　浜松労災病院

愛知県 藤田保健衛生大学病院

京都府 独立行政法人国立病院機構　京都医療センター

京都府 京都第一赤十字病院

大阪府 大阪市立総合医療センター

兵庫県 兵庫医科大学病院

島根県 松江赤十字病院

広島県 広島市立広島市民病院

福岡県 独立行政法人国立病院機構　九州がんセンター

福岡県 久留米大学病院

福岡県 北九州市立医療センター

大阪府 独立行政法人労働者健康福祉機構　大阪労災病院

愛媛県 独立行政法人国立病院機構　四国がんセンター

大阪府 地方独立行政法人　りんくう総合医療センター

埼玉県 埼玉医科大学国際医療センター

東京都 順天堂大学医学部附属順天堂医院

神奈川県 聖マリアンナ医科大学病院

埼玉県 埼玉県立がんセンター

高知県 高知大学医学部附属病院

埼玉県 医療法人社団愛友会　上尾中央総合病院

千葉県 東京歯科大学市川総合病院

広島県 福山市民病院

北海道 医療法人　東札幌病院

山形県 山形県立中央病院

群馬県 群馬県立がんセンター

群馬県 独立行政法人国立病院機構　高崎総合医療センター

埼玉県 さいたま赤十字病院

埼玉県 川口市立医療センター

千葉県 独立行政法人国立病院機構　千葉医療センター

千葉県 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院
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千葉県 東京女子医科大学附属八千代医療センター

東京都 慶應義塾大学病院

東京都 東京女子医科大学病院

東京都 東京医科大学病院

東京都 ＪＲ東京総合病院

東京都 東京女子医科大学東医療センター

石川県 石川県立中央病院

静岡県 浜松医科大学医学部附属病院

岐阜県 大垣市民病院

三重県 国立大学法人　三重大学医学部附属病院

香川県 香川大学医学部附属病院

福岡県 医療法人財団博愛会　博愛会病院

熊本県 熊本市立熊本市民病院

大分県 医療法人　うえお乳腺外科

宮崎県 医療法人ブレストピア　なんば病院

沖縄県 社会医療法人仁愛会　浦添総合病院

宮城県 東北大学病院

静岡県 静岡県立静岡がんセンター

大阪府 大阪大学医学部附属病院

大阪府 医療法人啓明会　相原病院

東京都 国家公務員共済組合連合会　東京共済病院

神奈川県 国家公務員共済組合連合会　平塚共済病院

鹿児島県 鹿児島大学医学部・歯学部附属病院

福岡県 福岡大学病院

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

千葉県 帝京大学ちば総合医療センター

神奈川県 横浜市立大学附属市民総合医療センター 

愛知県 愛知県がんセンター愛知病院

京都府 京都府立医科大学附属病院

東京都 社会福祉法人　三井記念病院 

神奈川県 神奈川県立がんセンター 

京都府 三菱京都病院

大阪府 大阪厚生年金病院

大阪府 社会医療法人生長会　ベルランド総合病院 

兵庫県 姫路赤十字病院

広島県 広島大学病院

茨城県 東京医科大学茨城医療センター

神奈川県 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院

大阪府 関西医科大学附属枚方病院

和歌山県 和歌山県立医科大学附属病院

福岡県 九州大学病院

静岡県 総合病院　聖隷浜松病院 

岩手県 岩手医科大学附属病院

東京都 日本医科大学付属病院 

神奈川県 学校法人北里研究所　北里大学病院 

血液透析併用バルーン塞栓動脈内抗がん剤投与および放射線治
療の併用療法　局所浸潤性膀胱がん（尿路上皮がんを組織型とす
るものであって、従来の治療法による治療が困難なものに限る。）

大阪府 大阪医科大学附属病院
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ＮＫＴ細胞を用いた免疫療法　肺がん（小細胞肺がんを除き、
切除が困難な進行性のものまたは術後に再発したものであっ
て、化学療法が行われたものに限る。）

千葉県 千葉大学医学部附属病院

ペメトレキセド静脈内投与およびシスプラチン静脈内投与の
併用療法　肺がん（扁平上皮肺がんおよび小細胞肺がんを除
き、病理学的見地から完全に切除されたと判断されるものに
限る。

静岡県 静岡県立静岡がんセンター

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がんセンター

東京都 順天堂大学医学部附属順天堂医院

東京都 東京都立駒込病院

福岡県 独立行政法人国立病院機構九州がんセンター

福岡県 独立行政法人国立病院機構九州医療センター

熊本県 熊本大学医学部附属病院

愛知県 名古屋第一赤十字病院

埼玉県 埼玉医科大学国際医療センター

愛知県 名古屋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

新潟県 新潟県立がんセンター新潟病院

和歌山県 日本赤十字社和歌山医療センター

宮城県 一般財団法人厚生会仙台厚生病院

千葉県 独立行政法人国立がん研究センター東病院

千葉県 千葉大学医学部附属病院

東京都 国家公務員共済組合連合会　虎の門病院

神奈川県 神奈川県立循環器呼吸器病センター

神奈川県 横浜市立市民病院

大阪府 近畿大学医学部附属病院

大阪府 大阪市立総合医療センター

岡山県 財団法人　倉敷中央病院

山口県 独立行政法人国立病院機構山口宇部医療センター

広島県 広島大学病院

愛媛県 独立行政法人国立病院機構四国がんセンター

埼玉県 埼玉県立がんセンター

東京都 東京医科大学病院

愛知県 国立病院機構名古屋医療センター

京都府 京都大学医学部附属病院

大阪府 独立行政法人国立病院機構近畿中央胸部疾患センター

岡山県 岡山大学病院

広島県 広島市立広島市民病院

兵庫県 神戸市立医療センター中央市民病院

兵庫県 兵庫県立がんセンター

大阪府 大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター

愛知県 愛知県がんセンター中央病院

長崎県 長崎大学病院

東京都 公益財団法人がん研究会　有明病院

長野県 信州大学医学部附属病院

福岡県 産業医科大学病院

大阪府 公益財団法人田附興風会医学研究所　北野病院

岡山県 川崎医科大学附属病院

大分県 大分大学医学部附属病院

福岡県 九州大学病院

ゾレドロン酸誘導γδ T細胞を用いた免疫療法　非小細胞肺
がん（従来の治療法に抵抗性を有するものに限る。） 東京都 東京大学医学部附属病院
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NKT 細胞を用いた免疫療法　頭頸部扁平上皮がん（診断時の
ステージが IV 期であって、初回治療として計画された一連の
治療後の完全奏功の判定から８週間以内の症例（当該期間内
に他の治療を実施していないものに限る。）に限る。）

千葉県 千葉大学医学部附属病院

食道がんの根治的治療がなされた後の難治性の良性食道狭窄
に対する生分解性ステント留置術　食道がんの根治的治療が
なされた後の難治性の良性食道狭窄（内視鏡による検査の所
見で悪性ではないと判断され、かつ、病理学的見地から悪性で
はないことが確認されたものであって、従来の治療法ではそ
の治療に係る効果が認められないものに限る。）

千葉県 国立がん研究センター東病院

東京都 独立行政法人国立がん研究センター中央病院 

静岡県 静岡県立静岡がんセンター 

京都府 京都大学医学部附属病院

術前のホルモン療法およびゾレドロン酸投与の併用療法　閉
経後のホルモン感受性の乳がん（長径が５㎝以下であって、リ
ンパ節転移および遠隔転移しておらず、かつ、エストロゲン受
容体が陽性であって、HER2 が陰性のものに限る。）

京都府 京都大学医学部附属病院

東京都 東京医科大学病院

東京都 東京都立駒込病院

愛知県 愛知県がんセンター中央病

大阪府 独立行政法人国立病院機構　大阪医療センター 

大阪府 公益財団法人田附興風会医学研究所　北野病院

兵庫県 医療法人社団神鋼会　神鋼病院

福岡県 独立行政法人国立病院機構　九州がんセンター

大阪府 関西医科大学附属枚方病院

経皮的乳がんラジオ波焼灼療法　早期乳がん（長径が 1.5㎝以
下のものに限る。）

東京都 独立行政法人国立がん研究センター中央病院

北海道 独立行政法人国立病院機構北海道がんセンター 

群馬県 群馬県立がんセンター

千葉県 独立行政法人国立がん研究センター東病院

千葉県 千葉県がんセンター

岡山県 岡山大学病院

広島県 広島市立広島市民病院

愛媛県 独立行政法人国立病院機構四国がんセンター

インターフェロンα皮下投与およびジドブジン経口投与の併
用療法　成人 T細胞白血病リンパ腫（症候を有するくすぶり
型または予後不良因子を有さない慢性型のものに限る。）

千葉県 独立行政法人国立がん研究センター東病院

東京都 独立行政法人国立がん研究センター中央病院

腹腔鏡下センチネルリンパ節生検　早期胃がん 東京都 慶應義塾大学病院 

■先進医療とは

　先進医療とは、将来的な一般の保険診療への導入のために臨床の場で評価を行うものとして位置づけられ、
厚生労働大臣が定めた「評価療養」の１つで、安全性と治療効果を確保したうえで、保険診療との併用を認め
られているものを言います。このため、先進医療の中には、保険診療への導入が決まり先進医療でなくなるも
のや、新たに追加されるもの、あるいはさまざまな要因により保険診療への導入にはそぐわないと評価を受
けて先進医療から削除（承認取消など）されるものもあります。 

　先進医療の分類は、「第２項先進医療【先進医療Ａ】」と「第３項先進医療【先進医療Ｂ】」があります。 先
進医療技術とともに用いる医薬品や医療機器などについて薬事法上の承認・認証・適用がある場合、または
承認などが得られていない検査薬などを使用する先進医療技術であっても、人体への影響がきわめて小さい
ものを「第２項先進医療【先進医療Ａ】」と位置づけています。
　一方、薬事法上の承認などが得られていない医薬品や医療機器を用いても、一定の条件を満たせば保険診
療との併用を可能としたものを「第 3 項先進医療【先進医療 B】」と位置づけています。なお、薬事法上の承認
などが得られた医薬品や医療機器を用いる場合でも、安全性や有効性などを検討するために、実施に当たっ
て実施環境や技術の効果などについて特に重点的な観察・評価が必要とされるものは、「第３項先進医療【先
進医療 B】」として分類されます。

（厚生労働省ホームページより、一部改編）


