
６
低出力体外衝撃
波治療法

虚血性心疾患（薬物療法に
対して抵抗性を有するもの
であって、経皮的冠動脈形
成術又は冠動脈バイパス手
術による治療が困難なもの
に限る。）

未承認
医療機器

H29.2.28 試験期間が終了したため

・体外衝撃波治療装置
（製品名：Modulith SLC）
  ストルツメディカルジャパン株
式会社

東北大学病院

８

術後のホルモン
療法及び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。）

適応外
医薬品

H29.3.6
試験薬の投与期間が終了した
ため

テガフール・ギメラシル・
オテラシルカリウム配合カプセル
剤
(製品名: ティーエスワン配合カプ
セルT20/T25、ティーエスワン配合
顆粒T20/T25)
大鵬薬品工業株式会社

京都大学医学部附属病院
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S-1内服投与、
オキサリプラチ
ン静脈内投与及
びパクリタキセ
ル腹腔内投与の
併用療法

腹膜播種を伴う初発の胃が
ん

適応外
医薬品

H29.2.14
2015年１月に症例登録を完了
し、本年１月に観察期間が終
了したため

・エルプラット点滴静注液
株式会社ヤクルト
・パクリタキセル注｢NK｣
日本化薬株式会社
・パクリタキセル注射液｢サワイ｣
沢井製薬株式会社

東京大学医学部附属病院

平成29年3月16日

先進医療Ｂの取下げについて

申請医療機関適応症等

資料５

告示
番号

医薬品・医療機器・
再生医療等製品情報

協力医療機関

第55回先進医療技術審査部会

取り下げ理由
承認
状況

受付日
（取り下
げ）

先進医療名

・近畿大学医学部附属病院
・鹿児島大学病院
・群馬大学医学部附属病院
・帝京大学医学部附属病院
・東京都立多摩総合医療センター
・労働者健康福祉機構関東労災病院
・新潟県立がんセンター新潟病院
・福井大学医学部附属病院
・愛知県がんセンター中央病院
・大阪府立急性期・総合医療センター
・大阪府立成人病センター
・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
・公益財団法人田附興風会医学研究所　北野病院
・兵庫医科大学病院
・国立病院機構　京都医療センター
・国立病院機構　九州医療センター
・国立病院機構　九州がんセンター
・東邦大学医療センター大森病院
・名古屋大学医学部附属病院
・徳島大学病院
・愛知医科大学病院
・大阪警察病院
・独立行政法人労働者健康安全機構　関西労災病院

・石川県立中央病院
・藤田保健衛生大学病院
・千葉西総合病院

※別紙一覧の通り



・JA北海道厚生連 旭川厚生病院 

・市立貝塚病院 

・医療法人英仁会 大阪ブレストクリニック 

・旭川医科大学病院 

・NTT東日本札幌病院 

・北海道大学病院 

・北福島医療センター 

・船橋市立医療センター 

・地方行政法人地域医療機能推進機構 埼玉メディカルセンター 

・公益財団法人がん研究会 有明病院 

・財団法人神奈川警友会けいゆう病院 

・静岡県立総合病院 

・浜松医療センター 

・愛知県がんセンター中央病院 

・岐阜大学医学部附属病院 

・独立行政法人国立病院機構大阪医療センター 

・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 

・八尾市立病院 

・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 

・産業医科大学病院 

・日本赤十字社 長崎原爆病院 

・公立大学法人 福島県立医科大学附属病院 

・小牧市民病院 

・財団法人 星総合病院 

・社会福祉法人京都社会事業財団 京都桂病院 

・金沢医科大学病院 

・群馬大学医学部附属病院 

・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 

・神戸市立医療センター中央市民病院 

・学校法人 帝京大学 帝京大学医学部附属病院 

・日本赤十字社和歌山医療センター 

・福井赤十字病院 

・兵庫県立がんセンター 

・名古屋市立西部医療センター 

・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 

・滋賀医科大学医学部附属病院 

・熊本赤十字病院 

・獨協医科大学越谷病院 

・名古屋大学医学部附属病院 

・聖路加国際病院 

・KKR札幌医療センター 

・独立行政法人国立病院機構 名古屋医療センター 

・新潟県立がんセンター新潟病院 

・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 

・独立行政法人労働者健康安全機構 関西労災病院 

・筑波大学附属病院 

資料５ 別紙 



・自治医科大学附属病院 

・千葉県がんセンター 

・東海大学医学部付属病院 

・山梨大学医学部附属病院 

・新潟県立中央病院 

・名古屋市立大学病院 

・大阪市立大学医学部附属病院 

・公益財団法人田附興風会医学研究所 北野病院 

・大阪赤十字病院 

・財団法人大阪府警察協会 大阪警察病院 

・医療法人社団神鋼会 神鋼病院 

・大和高田市立病院 

・県立広島病院 

・徳島大学病院 

・独立行政法人国立病院機構 九州医療センター 

・独立行政法人地域医療機能推進機構 久留米総合病院 

・医療法人にゅうわ会 及川病院 

・長崎大学病院 

・社会医療法人博愛会 相良病院 

・独立行政法人国立病院機構 北海道がんセンター 

・社会福祉法人函館厚生院 函館五稜郭病院 

・独立行政法人国立病院機構 仙台医療センター 

・独立行政法人国立病院機構 水戸医療センター 

・独立行政法人 国立がん研究センター東病院 

・東京医科歯科大学医学部附属病院 

・独立行政法人 国立がん研究センター中央病院 

・杏林大学医学部付属病院 

・国家公務員共済組合連合会 虎の門病院 

・東京都立駒込病院 

・東京都立多摩総合医療センター 

・横浜市立市民病院 

・新潟市民病院 

・国立大学法人 信州大学医学部附属病院 

・金沢大学附属病院 

・独立行政法人労働者健康福祉機構 浜松労災病院 

・藤田保健衛生大学病院 

・独立行政法人国立病院機構 京都医療センター 

・京都第一赤十字病院 

・大阪市立総合医療センター 

・兵庫医科大学病院 

・松江赤十字病院 

・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 

・独立行政法人国立病院機構 九州がんセンター 

・久留米大学病院 

・北九州市立医療センター 

・独立行政法人労働者健康福祉機構 大阪労災病院 



・独立行政法人国立病院機構 四国がんセンター 

・地方独立行政法人 りんくう総合医療センター 

・埼玉医科大学国際医療センター 

・順天堂大学医学部附属順天堂医院 

・聖マリアンナ医科大学病院 

・埼玉県立がんセンター 

・高知大学医学部附属病院 

・医療法人社団愛友会 上尾中央総合病院 

・東京歯科大学市川総合病院 

・福山市民病院 

・医療法人 東札幌病院 

・山形県立中央病院 

・群馬県立がんセンター 

・独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療センター 

・さいたま赤十字病院 

・川口市立医療センター 

・独立行政法人国立病院機構 千葉医療センター 

・医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 

・東京女子医科大学附属八千代医療センター 

・慶應義塾大学病院 

・東京女子医科大学病院 

・東京医科大学病院 

・ＪＲ東京総合病院 

・東京女子医科大学東医療センター 

・石川県立中央病院 

・浜松医科大学医学部附属病院 

・大垣市民病院 

・三重大学医学部附属病院 

・香川大学医学部附属病院 

・医療法人 うえお乳腺外科 

・医療法人ブレストピア 宮崎病院 

・社会医療法人仁愛会 浦添総合病院 

・東北大学病院 

・静岡県立静岡がんセンター 

・大阪大学医学部附属病院 

・医療法人啓明会 相原病院 

・国家公務員共済組合連合会 東京共済病院 

・国家公務員共済組合連合会 平塚共済病院 

・鹿児島大学医学部・歯学部附属病院 

・福岡大学病院 

・独立行政法人 国立国際医療研究センター病院 

・東京医科大学八王子医療センター 

・横浜市立大学附属市民総合医療センター 

・愛知県がんセンター愛知病院 

・京都府立医科大学附属病院 

・社会福祉法人 三井記念病院 



・神奈川県立がんセンター 

・三菱京都病院 

・独立行政法人地域医療機能推進機構 大阪病院 

・社会医療法人生長会 ベルランド総合病院 

・姫路赤十字病院 

・広島大学病院 

・東京医科大学茨城医療センター 

・聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 

・関西医科大学附属枚方病院 

・和歌山県立医科大学附属病院 

・九州大学病院 

・総合病院 聖隷浜松病院 

・日本医科大学付属病院 

・学校法人北里研究所 北里大学病院 


