先進医療を実施可能とする保険医療機関の要件として考えられるもの
先進医療名及び適応症：経皮的乳がんラジオ波焼灼療法 早期乳がん（長径が一・五センチメート
ル以下のものに限る。）
Ⅰ．実施責任医師の要件
診療科

要（外科、乳腺外科 ）・不要

資格

要（乳腺専門医、外科学会専門医）
・不要

当該診療科の経験年数

要（ ５ ）年以上・不要

当該技術の経験年数

要（ ４か月 ）以上・不要

当該技術の経験症例数 注 1）

実施者［術者］として （

５ ）例以上・不要

［それに加え、助手又は術者として （
その他（上記以外の要件）

）例以上・不要］

５例実施までは経験医師を招聘しその監督・指導のもとで実施する

Ⅱ．医療機関の要件
診療科

要（外科、乳腺外科 ）
・不要

実施診療科の医師数 注 2）

要・不要

他診療科の医師数 注 2）

要・不要

具体的内容：常勤医師 2 名以上

具体的内容：病理部門が設置され、病理医が配置されて
いること。麻酔専門医が 1 名以上配置されていること。
その他医療従事者の配置

要（

）・不要

（薬剤師、臨床工学技士等）
病床数

要（ 100 床以上）・不要

看護配置

要（ 10 対 1 看護以上）・不要

当直体制

要（

緊急手術の実施体制

要・不要

院内検査（24 時間実施体制）

要・不要

他の医療機関との連携体制

要・不要

（患者容態急変時等）

連携の具体的内容：

医療機器の保守管理体制

要・不要

倫理審査委員会による審査体制

要・不要

医療安全管理委員会の設置

要・不要

医療機関としての当該技術の実施症例数

要（ 5 症例以上）
・不要

）
・不要

審査開催の条件：少なくとも年 4 回開催

その他（上記以外の要件、例；遺伝ｶｳﾝ
ｾﾘﾝｸﾞの実施体制が必要 等）

Ⅲ．その他の要件
頻回の実績報告

要（

月間又は

症例までは、毎月報告）
・不要

その他（上記以外の要件）
注 1）当該技術の経験症例数について、実施者［術者］としての経験症例を求める場合には、
「実施者［術者］として （
）
例以上・不要」の欄を記載すること。
注 2）医師の資格（学会専門医等）
、経験年数、当該技術の経験年数及び当該技術の経験症例数の観点を含む。例えば、
「経
験年数○年以上の△科医師が□名以上」
。なお、医師には歯科医師も含まれる。

様式第９号

先進医療を実施可能とする保険医療機関の要件として考えられるもの
先進医療名及び適応症：テモゾロミド用量強化療法
又は増悪したものに限る。
）

膠芽腫（初発時の初期治療後に再発

Ⅰ．実施責任医師の要件
診療科

要（脳神経外科、脳脊髄腫瘍科または相当の科）
・不要
要（日本脳神経外科学会専門医、あるいは日本がん治療認
定医機構がん治療認定医）
・不要

資格
当該診療科の経験年数

要（5）年以上・不要

当該技術の経験年数

要（

当該技術の経験症例数 注 1）

）年以上・不要

実施者［術者］として （
）例以上・不要
［それに加え、助手又は術者として （
）例以上・不要］

その他（上記以外の要件）なし
Ⅱ．医療機関の要件
診療科

要（脳神経外科、脳脊髄腫瘍科または相当の科）
・不要

実施診療科の医師数 注 2）

要・不要
具体的内容：日本脳神経外科学会専門医 1 名以上、かつ、
日本がん治療認定医機構がん治療認定医 1 名
以上
要・不要
具体的内容：内科医師が 1 名以上必要

注 2）

他診療科の医師数

その他医療従事者の配置
（薬剤師、臨床工学技士等）

要（薬剤師、診療放射線技師）
・不要

病床数

要（100 床以上）・不要

看護配置

要（10 対１看護以上）・不要

当直体制

要（診療科問わず医師 1 名以上）
・不要

緊急手術の実施体制

要・不要

院内検査（24 時間実施体制） 要・不要
他の医療機関との連携体制
（患者容態急変時等）

要・不要
連携の具体的内容：

医療機器の保守管理体制

要・不要

倫理審査委員会による審査体制

審査開催の条件：2 か月に 1 回以上、必要時の随時開催体
制有

医療安全管理委員会の設置

要・不要

医療機関としての当該技術の実施症例数

要（

症例以上）
・不要

その他（上記以外の要件、例； なし
遺伝ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞの実施体
制が必要

等）

Ⅲ．その他の要件
頻回の実績報告

要（

月間又は

症例までは、毎月報告）・不要

その他（上記以外の要件） なし
注 1）当該技術の経験症例数について、実施者［術者］としての経験症例を求める場合には、
「実施者［術
者］として

（

）例以上・不要」の欄を記載すること。

注 2）医師の資格（学会専門医等）
、経験年数、当該技術の経験年数及び当該技術の経験症例数の観点を含
む。例えば、
「経験年数○年以上の△科医師が□名以上」
。なお、医師には歯科医師も含まれる。

様式第９号

先進医療を実施可能とする保険医療機関の要件として考えられるもの
先進医療名及び適応症：切除支援のための気管支鏡下肺マーキング法 微小肺病変（肺悪性腫瘍が
疑われ、又は診断のついた定型的な肺葉間以外の切離線の設定が必要なものであり、かつ、術中に
同定することが困難と予測され、切除マージンの確保に注意を要するものに限る。）
Ⅰ．実施責任医師の要件
診療科

要（呼吸器外科）・不要

資格

要（外科専門医または呼吸器外科専門医）・不要

当該診療科の経験年数

要 １０年以上・不要

当該技術の経験年数

要（

当該技術の経験症例数 注 1）

実施者［術者］として（1）例以上またはハンズオンセミナ

）年以上・不要

ーの受講 注３）
その他（上記以外の要件）

気管支鏡および呼吸器外科手術の経験年数 5 年以上

Ⅱ．医療機関の要件
診療科

要（呼吸器外科）
・不要

実施診療科の医師数 注 2）

要・不要
具体的内容：経験年数１０年以上の医師が 1 名以上

他診療科の医師数 注 2）

要・不要

その他医療従事者の配置

要・不要

（薬剤師、臨床工学技士等）
病床数

要（２００床以上）・不要

看護配置

要（１０対１看護以上）・不要

当直体制

要（内科系医師 または 外科系医師 1 名以上）・不要

緊急手術の実施体制

要・不要

院内検査（24 時間実施体制）

要・不要

他の医療機関との連携体制

要・不要

（患者容態急変時等）

連携の具体的内容：

医療機器の保守管理体制

要・不要

倫理審査委員会による審査体制

審査開催の条件：２ヵ月に１回以上

医療安全管理委員会の設置

要・不要

医療機関としての当該技術の実施症例数

要（

症例以上）
・不要

その他（上記以外の要件）
Ⅲ．その他の要件
頻回の実績報告

要（

月間又は

症例までは、毎月報告）
・不要

その他（上記以外の要件）
注 1）当該技術の経験症例数について、実施者［術者］としての経験症例を求める場合には、
「実施者［術
者］として （
）例以上・不要」の欄を記載すること。
注 2）医師の資格（学会専門医等）
、経験年数、当該技術の経験年数及び当該技術の経験症例数の観点を含
む。例えば、
「経験年数○年以上の△科医師が□名以上」
。なお、医師には歯科医師も含まれる。
注３）ハンズオンセミナーは東京大学病院で随時行う。

1

様式第９号

先進医療を実施可能とする保険医療機関の要件として考えられるもの
先進医療名及び適応症：水素ガス吸入療法 心停止後症候群（院外における心停止後に院外又は救
急外来において自己心拍が再開し、かつ、心原性心停止が推定されるものに限る。）
Ⅰ．実施責任医師の要件
診療科

要（救急科・救命救急センター・集中治療科またはそれに準
ずる診療部門）
・不要
資格
要（日本救急医学会救急科専門医
）
・不要
当該診療科の経験年数
要（ 15 ）年以上・不要
当該技術の経験年数
要（
）年以上・不要
当該技術の経験症例数 注 1）
実施者［術者］として （
）例以上・不要
［それに加え、助手又は術者として （
）例以上・不要］
その他（上記以外の要件）

診療科
実施診療科の医師数 注 2）

他診療科の医師数 注 2）
その他医療従事者の配置
（薬剤師、臨床工学技士等）
病床数
看護配置
当直体制

緊急手術の実施体制
院内検査（24 時間実施体制）
他の医療機関との連携体制
（患者容態急変時等）
医療機器の保守管理体制
倫理審査委員会による審査体制

酸素は中央配管から供給され、試験ガスは充填されたボンベから
行われる。配管とボンベ残量の点検について説明を受け、自立し
て実施できること。
Ⅱ．医療機関の要件
要（救急科・救命救急センター・集中治療科またはそれに準
ずる診療部門）
・不要
要・不要
具体的内容：日本救急医学会救急科専門医（あるいは日本専
門医機構救急科専門医）または日本集中治療医学会集中治療
専門医が計 2 名以上常勤していること
要・不要
具体的内容：
要（ 臨床工学技士 ）・不要
要（ 300 床以上）・不要
要（ 7 対１看護以上）・不要
要（日本救急医学会専門医指定施設または日本集中治療医学
会専門医研修施設であって救急集中治療が 24 時間体制で行
えること）
・不要
要・不要
要・不要
要・不要
連携の具体的内容：
要・不要
審査開催の条件：原則月 1 回開催されていること。

医療安全管理委員会の設置

要・不要

医療機関としての当該技術の実施症例数

要・不要

その他（上記以外の要件、例；遺伝ｶｳﾝ

体温管理療法を実施している医療機関であること。

ｾﾘﾝｸﾞの実施体制が必要 等）

頻回の実績報告
その他（上記以外の要件）

Ⅲ．その他の要件
要（
月間又は
症例までは、毎月報告）
・不要

注 1）当該技術の経験症例数について、実施者［術者］としての経験症例を求める場合には、
「実施者［術
者］として

（

）例以上・不要」の欄を記載すること。

注 2）医師の資格（学会専門医等）
、経験年数、当該技術の経験年数及び当該技術の経験症例数の観点を含
む。例えば、
「経験年数○年以上の△科医師が□名以上」
。なお、医師には歯科医師も含まれる。
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