
2021年5月21日　現在

3割負担 2割負担 1割負担
手術 頭蓋内腫瘍摘出術（その他） 13.7 ¥2,665,500 ¥799,700 ¥533,100 ¥266,600

化学療法 テモゾロミド（内服薬） 7.1 ¥824,100 ¥247,300 ¥164,900 ¥82,500
化学療法 アバスチン 8.4 ¥776,500 ¥233,000 ¥155,300 ¥77,700
放射線 放射線治療のみ 8.1 ¥605,800 ¥181,800 ¥121,200 ¥60,600

角膜・眼の悪性腫
瘍

・脈絡膜悪性黒色腫
・ぶどう膜悪性黒色腫

化学療法 ニボルマブ療法 3.8 ¥526,600 ¥158,000 ¥105,400 ¥52,700

手術 網膜光凝固術（通常） 3.6 ¥542,700 ¥162,800 ¥108,600 ¥54,300
手術 網膜光凝固術（通常）＋硝子体注入・吸引術 3.5 ¥480,600 ¥144,200 ¥96,200 ¥48,100
手術 硝子体注入・吸引術 3.3 ¥297,400 ¥89,300 ¥59,500 ¥29,800
手術 網膜冷凍凝固術 3.1 ¥492,500 ¥147,800 ¥98,500 ¥49,300
手術 眼球摘出術 3.1 ¥315,800 ¥94,800 ¥63,200 ¥31,600
手術 網膜光凝固術（通常）＋網膜冷凍凝固術 3.6 ¥732,100 ¥219,700 ¥146,500 ¥73,300

化学療法 オンコビン＋コスメゲン＋エンドキサン療法 4.7 ¥311,600 ¥93,500 ¥62,400 ¥31,200
化学放射線 シスプラチン療法＋放射線療法 7.1 ¥462,900 ¥138,900 ¥92,600 ¥46,300

手術 咽頭悪性腫瘍手術（軟口蓋悪性腫瘍手術を含む） 7.4 ¥749,800 ¥225,000 ¥150,000 ¥75,000
手術 鏡視下咽頭悪性腫瘍手術（軟口蓋悪性腫瘍手術を含む） 7.7 ¥786,800 ¥236,100 ¥157,400 ¥78,700
手術 頸部郭清術（片） 8.6 ¥716,000 ¥214,800 ¥143,200 ¥71,600
手術 舌悪性腫瘍手術（切除） 8.0 ¥715,800 ¥214,800 ¥143,200 ¥71,600
手術 舌悪性腫瘍手術（切除）＋頸部郭清術（片） 13.1 ¥1,003,300 ¥301,000 ¥200,700 ¥100,400
手術 下咽頭悪性腫瘍手術（頸部、胸部、腹部等の操作による再建を含む）＋頸部郭清術（両） 28.5 ¥3,069,000 ¥920,700 ¥613,800 ¥306,900

放射線 放射線治療のみ 20.5 ¥1,061,200 ¥318,400 ¥212,300 ¥106,200
化学療法 フルオロウラシル＋カルボプラチン＋ペムブロリズマブ療法 7.0 ¥735,000 ¥220,500 ¥147,000 ¥73,500
化学療法 ドセタキセル＋シスプラチン＋フルオロウラシル療法 7.9 ¥378,500 ¥113,600 ¥75,700 ¥37,900
化学療法 オンコビン＋コスメゲン＋エンドキサン療法 3.3 ¥182,400 ¥54,800 ¥36,500 ¥18,300
化学療法 イフォスファミド＋エトポシド療法 7.1 ¥348,600 ¥104,600 ¥69,800 ¥34,900
化学療法 イフォスファミド＋エトポシド療法＋CVポート挿入 9.5 ¥554,500 ¥166,400 ¥110,900 ¥55,500
化学療法 オンコビン＋ドキソルビシン＋シクロフォスファミド療法 3.9 ¥206,100 ¥61,900 ¥41,300 ¥20,700

国立がん研究センター中央病院　入院費概算　一覧表

傷病分類 主な傷病名
治療
区分

治療内容
平均

在院日数
平均

総額医療費
患者自己負担

○2020年度の診療データを元に作成したものですが、患者さんにお支払いいただく医療費を保証するものではありません。
○治療の内容や期間等によって、お支払いいただく医療費は患者さんごとに異なります。場合によってはかなりの差が出ることもあり
ますので、あくまで目安としてご覧ください。
○この一覧表の金額には、食事代や差額ベッド代、タオル代、その他自費負担分は含まれておりません。
○入院時に限度額適用認定証をご提示いただくと、多くの場合、自己負担額はこの一覧表の金額より安くなります。

脳腫瘍

・悪性脳腫瘍
・膠芽腫
・神経膠腫
・良性脳腫瘍

網膜芽細胞腫 ・網膜芽細胞腫

頭頚部悪性腫瘍

・舌癌
・頬粘膜癌
・咽頭癌
・喉頭癌
・口腔癌
・鼻腔癌
・声門癌
・歯肉癌
・頬粘膜癌
・頸部リンパ節転移
・上顎洞癌
・耳下腺癌
・嗅神経芽腫
・頭頚部癌
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手術 胸腔鏡下縦隔悪性腫瘍手術 5.6 ¥1,087,300 ¥326,200 ¥217,500 ¥108,800
手術 縦隔悪性腫瘍手術（広汎摘出） 11.4 ¥1,570,200 ¥471,100 ¥314,100 ¥157,100
手術 縦隔悪性腫瘍手術（単純摘出） 6.3 ¥1,038,300 ¥311,500 ¥207,700 ¥103,900

化学療法 カルボプラチン＋パクリタキセル療法 4.7 ¥264,300 ¥79,300 ¥52,900 ¥26,500
化学療法 ドキソルビシン＋シスプラチン＋オンコビン＋エンドキサン療法 8.8 ¥436,100 ¥130,900 ¥87,300 ¥43,700

手術 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超える） 7.6 ¥1,645,300 ¥493,600 ¥329,100 ¥164,600
手術 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（区域切除） 6.4 ¥1,492,500 ¥447,800 ¥298,500 ¥149,300
手術 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（部分切除） 6.3 ¥1,240,100 ¥372,100 ¥248,100 ¥124,100
手術 肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超える） 9.1 ¥1,576,800 ¥473,100 ¥315,400 ¥157,700
手術 肺悪性腫瘍手術（部分切除） 7.2 ¥1,369,400 ¥410,900 ¥273,900 ¥137,000

化学療法 カルボプラチン＋エトポシド療法 6.2 ¥305,900 ¥91,800 ¥61,200 ¥30,600
化学放射線 シスプラチン＋ビノレルビン療法＋放射線療法 11.7 ¥743,600 ¥223,100 ¥148,800 ¥74,400
化学療法 アムルビシン療法 5.2 ¥267,700 ¥80,300 ¥53,600 ¥26,800
化学療法 シスプラチン＋ビノレルビン療法 9.7 ¥425,100 ¥127,600 ¥85,100 ¥42,600
化学療法 カルボプラチン＋ペメトレキセド療法 9.6 ¥884,800 ¥265,500 ¥177,000 ¥88,500

検査 経皮的針生検、経気管肺生検、超音波気管支鏡下穿刺吸引生検法 4.6 ¥262,600 ¥78,800 ¥52,600 ¥26,300
化学療法 カルボプラチン＋エトポシド＋アテゾリズマブ療法 6.1 ¥860,000 ¥258,000 ¥172,000 ¥86,000
化学療法 カルボプラチン＋ペメトレキセド＋ペムブロリズマブ療法 9.4 ¥1,237,100 ¥371,200 ¥247,500 ¥123,800
放射線 放射線療法 16.2 ¥917,900 ¥275,400 ¥183,600 ¥91,800
手術 内視鏡的食道粘膜切除術（早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術） 7.0 ¥535,400 ¥160,700 ¥107,100 ¥53,600
手術 内視鏡的食道粘膜切除術（早期悪性腫瘍粘膜切除術） 5.3 ¥323,300 ¥97,000 ¥64,700 ¥32,400
手術 胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術（頸部、胸部、腹部の操作） 18.8 ¥3,132,100 ¥939,700 ¥626,500 ¥313,300
手術 胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術（頸、胸、腹部操作・手術用支援機器使用） 17.3 ¥2,969,600 ¥890,900 ¥594,000 ¥297,000

化学療法 ドセタキセル＋シスプラチン＋フルオロウラシル療法 9.2 ¥410,900 ¥123,300 ¥82,200 ¥41,100
化学療法 フルオロウラシル＋シスプラチン療法 8.1 ¥370,600 ¥111,200 ¥74,200 ¥37,100
化学放射線 フルオロウラシル＋シスプラチン療法＋放射線療法 9.7 ¥590,100 ¥177,100 ¥118,100 ¥59,100
化学療法 フルオロウラシル＋レボホリナート＋オキサリプラチン療法 5.5 ¥271,500 ¥81,500 ¥54,300 ¥27,200
化学放射線 フルオロウラシル＋レボホリナート＋オキサリプラチン療法＋放射線療法 10.0 ¥785,000 ¥235,500 ¥157,000 ¥78,500

手術 腹腔鏡下胃切除術（悪性腫瘍手術） 12.1 ¥1,551,200 ¥465,400 ¥310,300 ¥155,200
手術 胃切除術（悪性腫瘍手術） 14.5 ¥1,476,600 ¥443,000 ¥295,400 ¥147,700
手術 腹腔鏡下胃局所切除術（その他） 8.2 ¥743,800 ¥223,200 ¥148,800 ¥74,400
手術 胃全摘術（悪性腫瘍手術） 16.4 ¥1,950,800 ¥585,300 ¥390,200 ¥195,100
手術 腹腔鏡下胃切除術（悪性腫瘍手術）（内視鏡手術用支援機器使用） 11.3 ¥1,548,800 ¥464,700 ¥309,800 ¥154,900
手術 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍胃粘膜） 7.2 ¥482,600 ¥144,800 ¥96,600 ¥48,300
手術 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍粘膜） 7.0 ¥349,800 ¥105,000 ¥70,000 ¥35,000

化学療法 レボホリナート＋フルオロウラシル＋オキサリプラチン療法 28.4 ¥1,393,400 ¥418,100 ¥278,700 ¥139,400
化学療法 S-1＋シスプラチン療法 6.6 ¥286,800 ¥86,100 ¥57,400 ¥28,700
化学療法 ニボルマブ療法 34.3 ¥2,159,400 ¥647,900 ¥431,900 ¥216,000
化学療法 エトポシド＋シスプラチン療法 6.0 ¥266,600 ¥80,000 ¥53,400 ¥26,700

食道の悪性腫瘍
・食道癌
・食道神経内分泌癌

胃の悪性腫瘍

・胃癌
・胃消化管間質腫瘍
・胃神経内分泌腫瘍
・胃神経内分泌細胞癌
・胃平滑筋肉腫

縦隔・胸膜の悪性
腫瘍

・悪性縦隔腫瘍
・縦隔胚細胞腫瘍
・縦隔セミノーマ
・胸腺癌
・悪性胸腺腫

肺の悪性腫瘍

・肺癌
・肺カルチノイド
・転移性肺腫瘍
・気管支カルチノイド
・気管癌



3割負担 2割負担 1割負担
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手術 後腹膜悪性腫瘍手術 16.9 ¥1,678,900 ¥503,700 ¥335,800 ¥167,900
化学療法 ドキソルビシン療法 3.3 ¥297,600 ¥89,300 ¥59,600 ¥29,800
化学療法 トラベクテジン療法 3.0 ¥697,600 ¥209,300 ¥139,600 ¥69,800

手術 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 5.0 ¥453,600 ¥136,100 ¥90,800 ¥45,400
手術 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 11.0 ¥1,362,100 ¥408,700 ¥272,500 ¥136,300
手術 結腸切除術（全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術） 16.5 ¥1,332,600 ¥399,800 ¥266,600 ¥133,300

化学療法 ベバシズマブ＋フルオロウラシル＋レボホリナート＋オキサリプラチン療法 7.9 ¥790,400 ¥237,100 ¥158,100 ¥79,100
化学療法 フルオロウラシル＋レボホリナート＋オキサリプラチン療法 11.8 ¥695,700 ¥208,800 ¥139,200 ¥69,600

手術 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 5.0 ¥449,400 ¥134,800 ¥89,900 ¥45,000
手術 腹腔鏡下直腸切除・切断術（低位前方切除術・手術用支援機器使用） 12.5 ¥1,609,200 ¥482,800 ¥321,900 ¥161,000
手術 人工肛門閉鎖術（腸管切除を伴うもの）（その他） 9.7 ¥814,400 ¥244,300 ¥162,900 ¥81,500
手術 腹腔鏡下直腸切除・切断術（切除術） 11.2 ¥1,519,600 ¥455,900 ¥304,000 ¥152,000
手術 腹腔鏡下直腸切除・切断術（低位前方切除術・手術用支援機器使用）＋人工肛門造設術 16.8 ¥1,814,200 ¥544,300 ¥362,900 ¥181,500

化学療法 フルオロウラシル＋レボホリナート＋オキサリプラチン療法 12.0 ¥703,900 ¥211,200 ¥140,800 ¥70,400
化学放射線 フルオロウラシル＋シスプラチン療法＋放射線療法 14.3 ¥827,500 ¥248,300 ¥165,500 ¥82,800

手術 腹腔鏡下肝切除術（部分切除）（単回切除） 9.9 ¥1,395,000 ¥418,500 ¥279,000 ¥139,500
手術 肝切除術（部分切除）（単回切除） 19.9 ¥1,529,200 ¥458,800 ¥305,900 ¥153,000

化学療法 シスプラチン動注療法 6.6 ¥418,700 ¥125,600 ¥83,800 ¥41,900
手術 血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（選択的動脈化学塞栓術） 8.0 ¥653,300 ¥196,000 ¥130,700 ¥65,400
手術 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（２ｃｍ以内）（その他） 6.7 ¥442,800 ¥132,900 ¥88,600 ¥44,300
手術 膵頭部腫瘍切除術（リンパ節・神経叢郭清等を伴う腫瘍切除術）＋膵管空腸吻合術 34.1 ¥3,016,100 ¥904,900 ¥603,300 ¥301,700

化学療法 ゲムシタビン＋シスプラチン療法 10.0 ¥1,037,100 ¥311,200 ¥207,500 ¥103,800
手術 内視鏡的胆道ステント留置術 7.3 ¥710,500 ¥213,200 ¥142,100 ¥71,100
手術 内視鏡的胆道ステント留置術＋内視鏡的胆道拡張術 8.3 ¥1,154,300 ¥346,300 ¥230,900 ¥115,500
手術 膵頭部腫瘍切除術（リンパ節・神経叢郭清等を伴う腫瘍切除術）＋膵管空腸吻合術 29.6 ¥2,780,500 ¥834,200 ¥556,100 ¥278,100
手術 腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術（脾同時切除） 20.7 ¥1,783,800 ¥535,200 ¥356,800 ¥178,400
手術 膵頭部腫瘍切除術（血行再建を伴う腫瘍切除術）＋膵管空腸吻合術 26.8 ¥3,154,800 ¥946,500 ¥631,000 ¥315,500
手術 膵体尾部腫瘍切除術（リンパ節・神経叢郭清等を伴う腫瘍切除術） 23.2 ¥1,902,100 ¥570,700 ¥380,500 ¥190,300
手術 超音波内視鏡下穿刺吸引生検法（EUS-FNA） 3.2 ¥227,800 ¥68,400 ¥45,600 ¥22,800

化学療法 レボホリナート＋フルオロウラシル＋イリノテカン＋オキサリプラチン療法 11.1 ¥802,400 ¥240,700 ¥160,500 ¥80,300
化学療法 ストレプトゾシン＋フルオロウラシル療法 7.2 ¥618,000 ¥185,400 ¥123,600 ¥61,800
化学療法 オニバイド＋フルオロウラシル＋レボホリナート療法 9.1 ¥899,100 ¥269,800 ¥179,900 ¥90,000
化学療法 シスプラチン＋エトポシド療法 7.9 ¥339,400 ¥101,900 ¥67,900 ¥34,000
化学療法 アブラキサン＋ゲムシタビン療法＋CVポート挿入 8.0 ¥718,600 ¥215,600 ¥143,800 ¥71,900
化学療法 S-1+ イリノテカン+オキサリプラチン療法 8.9 ¥353,700 ¥106,100 ¥70,800 ¥35,400
化学療法 アブラキサン＋ゲムシタビン療法 5.3 ¥387,600 ¥116,300 ¥77,600 ¥38,800

手術 内視鏡的胆道ステント留置術＋内視鏡的乳頭切開術（乳頭括約筋切開のみ） 8.0 ¥773,700 ¥232,100 ¥154,800 ¥77,400
手術 内視鏡的胆道ステント留置術 6.5 ¥691,300 ¥207,400 ¥138,300 ¥69,200

膵臓の腫瘍

・膵癌
・膵腫瘍
・膵管内乳頭粘液性腺癌
・膵管内乳頭粘液性腫瘍
・悪性膵内分泌腫瘍
・膵神経内分泌腫瘍
・膵粘液性のう胞腫瘍
・腫瘍性膵のう胞
・膵粘液性のう胞腺癌
・充実性偽乳頭状腫瘍
・膵管内乳頭粘液性腺腫

腹膜の悪性腫瘍
・後腹膜悪性腫瘍
・後腹膜脂肪肉腫
・後腹膜平滑筋肉腫

結腸の悪性腫瘍

・上行結腸癌
・横行結腸癌
・下行結腸癌
・S状結腸癌
・虫垂癌

直腸肛門の悪性腫
瘍

・直腸S状部癌
・直腸癌
・肛門癌

肝・肝内胆管の悪
性腫瘍

・肝細胞癌
・肝内胆管癌
・肝癌
・肝腫瘍
・胆管細胞癌

胆嚢・肝外胆管の
悪性腫瘍

・胆のう癌
・胆管癌
・肝門部胆管癌
・十二指腸乳頭部癌
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胃の良性腫瘍
・胃腺腫
・十二指腸腺腫

手術 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（その他） 6.9 ¥319,700 ¥95,900 ¥64,000 ¥32,000

小腸大腸の良性疾
患

・大腸腺腫
・大腸ポリープ

手術 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満） 3.2 ¥191,800 ¥57,600 ¥38,400 ¥19,200

手術 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術（肩，上腕，前腕，大腿，下腿，躯幹） 7.0 ¥422,700 ¥126,800 ¥84,600 ¥42,300
手術 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術（手，足） 5.3 ¥315,900 ¥94,800 ¥63,200 ¥31,600
手術 骨悪性腫瘍手術（肩甲骨，上腕，大腿）＋人工骨頭挿入術（肩，股） 29.0 ¥4,080,400 ¥1,224,200 ¥816,100 ¥408,100

化学療法 メトトレキサート療法 6.8 ¥1,202,600 ¥360,800 ¥240,600 ¥120,300
放射線 放射線療法 12.8 ¥715,700 ¥214,800 ¥143,200 ¥71,600
化学療法 イフォスファミド単独療法 7.9 ¥524,800 ¥157,500 ¥105,000 ¥52,500
化学療法 メトトレキサート療法（小児） 14.8 ¥2,168,300 ¥650,500 ¥433,700 ¥216,900
化学療法 ゲムシタビン＋ドセタキセル療法 3.8 ¥283,500 ¥85,100 ¥56,700 ¥28,400
化学療法 イフォスファミド＋エトポシド療法 7.0 ¥369,800 ¥111,000 ¥74,000 ¥37,000

手術 四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術（肩，上腕，前腕，大腿，下腿，躯幹） 12.9 ¥886,400 ¥265,900 ¥177,300 ¥88,700
手術 四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術（肩，上腕，前腕，大腿，下腿，躯幹）＋遊離皮弁術 20.1 ¥2,443,500 ¥733,100 ¥488,700 ¥244,400

放射線 放射線療法 26.6 ¥1,388,300 ¥416,500 ¥277,700 ¥138,900
化学療法 トラベクテジン療法 4.5 ¥795,700 ¥238,700 ¥159,200 ¥79,600
化学療法 オンコビン＋イリノテカン療法 7.6 ¥598,300 ¥179,500 ¥119,700 ¥59,900
化学療法 オンコビン＋コスメゲン＋エンドキサン療法 5.6 ¥464,200 ¥139,300 ¥92,900 ¥46,500
化学療法 イフォスファミド＋エトポシド療法 7.0 ¥403,400 ¥121,100 ¥80,700 ¥40,400
化学療法 オンコビン＋ドキソルビシン＋シクロフォスファミド療法 4.4 ¥254,400 ¥76,300 ¥50,900 ¥25,500

手術 皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除） 3.7 ¥378,200 ¥113,500 ¥75,700 ¥37,900
化学療法 ペムブロリズマブ療法 6.5 ¥709,600 ¥212,900 ¥142,000 ¥71,000
化学療法 ニボルマブ＋イピリムマブ療法 9.7 ¥2,622,500 ¥786,800 ¥524,500 ¥262,300
化学療法 ニボルマブ療法 6.6 ¥735,800 ¥220,800 ¥147,200 ¥73,600

皮膚の悪性腫瘍
・有棘細胞癌
・基底細胞癌

手術 皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除） 3.2 ¥284,300 ¥85,300 ¥56,900 ¥28,500

手術 乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わない）） 4.1 ¥653,000 ¥195,900 ¥130,600 ¥65,300
手術 乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩部郭清を伴わない）） 9.8 ¥805,600 ¥241,700 ¥161,200 ¥80,600
手術 乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術・胸筋切除を併施しない） 10.2 ¥974,100 ¥292,300 ¥194,900 ¥97,500
手術 乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩部郭清を伴わない））＋遊離皮弁術 11.3 ¥1,977,900 ¥593,400 ¥395,600 ¥197,800
手術 乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴う）） 9.8 ¥974,600 ¥292,400 ¥195,000 ¥97,500

化学療法 ドキソルビシン＋シクロフォスファミド療法 3.6 ¥346,400 ¥104,000 ¥69,300 ¥34,700
甲状腺の悪性腫瘍 ・甲状腺癌 放射線 I131内用療法 5.6 ¥594,000 ¥178,200 ¥118,800 ¥59,400

化学療法 シクロフォスファミド＋ノギテカン療法 8.4 ¥688,000 ¥206,400 ¥137,600 ¥68,800
化学療法 パクリタキセル＋イフォスファミド療法 8.5 ¥744,300 ¥223,300 ¥148,900 ¥74,500

腎腫瘍 ・腎癌 手術 腎腫瘍凝固・焼灼術（冷凍凝固）＋血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（その他） 6.6 ¥1,085,300 ¥325,600 ¥217,100 ¥108,600
腎盂・尿管の悪性
腫瘍

・腎盂癌
・尿管癌

手術 腹腔鏡下腎（尿管）悪性腫瘍手術 13.1 ¥1,389,900 ¥417,000 ¥278,000 ¥139,000

副腎の腫瘍 ・副腎神経芽腫

骨軟部の良性腫瘍
・良性軟部腫瘍
・良性骨腫瘍

骨の悪性腫瘍

・骨悪性腫瘍
・骨肉腫
・軟骨肉腫
・転移性骨腫瘍

軟部の悪性腫瘍

・悪性軟部腫瘍
・横紋筋肉腫
・脂肪肉腫
・平滑筋肉腫
・悪性末梢神経鞘腫
・滑膜肉腫

黒色腫 ・悪性黒色腫

乳房の悪性腫瘍 ・乳癌



3割負担 2割負担 1割負担
傷病分類 主な傷病名

治療
区分

治療内容
平均

在院日数
平均

総額医療費
患者自己負担

手術 膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（その他） 6.7 ¥438,700 ¥131,700 ¥87,800 ¥43,900
手術 膀胱悪性腫瘍手術（全摘（回腸又は結腸導管利用で尿路変更を行う）） 25.8 ¥2,662,400 ¥798,800 ¥532,500 ¥266,300
手術 膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（その他）＋Epirubicin膀注 5.6 ¥420,700 ¥126,300 ¥84,200 ¥42,100

化学療法 ゲムシタビン＋シスプラチン療法 9.7 ¥393,900 ¥118,200 ¥78,800 ¥39,400
手術 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いる） 12.6 ¥1,597,500 ¥479,300 ¥319,500 ¥159,800

化学療法 ドセタキセル＋プレドニゾロン療法 3.3 ¥179,700 ¥54,000 ¥36,000 ¥18,000
化学療法 カルボプラチン＋エトポシド療法 7.6 ¥349,500 ¥104,900 ¥69,900 ¥35,000
化学療法 オンコビン＋コスメゲン＋エンドキサン療法 4.5 ¥228,300 ¥68,500 ¥45,700 ¥22,900
放射線 放射線治療のみ 3.0 ¥551,300 ¥165,400 ¥110,300 ¥55,200
手術 精巣悪性腫瘍手術 5.0 ¥441,400 ¥132,400 ¥88,300 ¥44,200

化学療法 ブレオマイシン＋エトポシド＋シスプラチン療法 11.7 ¥570,300 ¥171,100 ¥114,100 ¥57,100
手術 子宮附属器悪性腫瘍手術（両側） 11.3 ¥1,342,200 ¥402,700 ¥268,500 ¥134,300

化学療法 ドキシル＋カルボプラチン療法 3.0 ¥611,200 ¥183,400 ¥122,300 ¥61,200
手術 子宮悪性腫瘍手術 13.3 ¥1,472,300 ¥441,700 ¥294,500 ¥147,300
手術 子宮頸部（腟部）切除術 3.1 ¥222,900 ¥66,900 ¥44,600 ¥22,300

化学療法 トラベクテジン療法 4.0 ¥741,100 ¥222,400 ¥148,300 ¥74,200
子宮の良性腫瘍 ・子宮平滑筋腫 手術 子宮全摘術＋子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（開腹） 10.0 ¥948,800 ¥284,700 ¥189,800 ¥94,900

移植 造血幹細胞移植（末梢血幹細胞移植）（同種移植） 87.2 ¥16,710,300 ¥5,013,100 ¥3,342,100 ¥1,671,100
移植 造血幹細胞移植（臍帯血移植） 89.3 ¥16,664,100 ¥4,999,300 ¥3,332,900 ¥1,666,500
移植 造血幹細胞移植（末梢血幹細胞移植）（同種移植） 83.1 ¥12,481,000 ¥3,744,300 ¥2,496,200 ¥1,248,100
移植 造血幹細胞移植（末梢血幹細胞移植）（自家移植） 41.6 ¥3,960,300 ¥1,188,100 ¥792,100 ¥396,100

化学療法 リツキシマブ療法 4.3 ¥372,800 ¥111,900 ¥74,600 ¥37,300
化学療法 リツキシマブ＋メトトレキサート＋オンコビン＋プロカルバジン療法 8.6 ¥689,200 ¥206,800 ¥137,900 ¥69,000

手術 組織拡張器による再建手術（乳房（再建手術）） 9.6 ¥692,400 ¥207,700 ¥138,500 ¥69,300
手術 創傷処理（筋肉、臓器に達しない）（長径５ｃｍ以上１０ｃｍ未満） 2.8 ¥181,700 ¥54,600 ¥36,400 ¥18,200
手術 遊離皮弁術（顕微鏡下血管柄付き）（乳房再建術） 12.8 ¥1,591,800 ¥477,600 ¥318,400 ¥159,200

膀胱腫瘍
・膀胱癌
・膀胱肉腫

非ホジキンリンパ
腫

・びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫
・濾胞性リンパ腫
・MALTリンパ腫
・悪性リンパ腫

術後再建 ・乳房切除後再建

前立腺の悪性腫瘍
・前立腺癌
・前立腺横紋筋肉腫

精巣腫瘍
・精巣悪性腫瘍
・精巣セミノーマ

卵巣の悪性腫瘍
・卵巣癌
・卵巣悪性腫瘍

子宮頚・体部の悪
性腫瘍

・子宮頚癌
・子宮体癌
・子宮頸部上皮内癌

急性白血病
・急性骨髄性白血病
・急性リンパ性白血病
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