
甲状腺癌

甲状腺癌手術（全摘） － 全麻 7日 290,000円

主な疾患名 手術名又は治療内容
両側
片側

麻酔
※1

モデル
入院日数

お支払概算金額
（健康保険での3割負担額）

胆のう結石症 腹腔鏡下胆嚢摘出術 － 全麻 6日 190,000円

ソケイヘルニア 腹腔鏡下ヘルニア手術 － 全麻 4日 180,000円

痔核
ジオン注射
（硬化療法）

－ 局麻 2日 50,000円

全麻 6日～14日
230,000円～360,000円

（※2）

乳癌手術＋乳房再建術 片 全麻 12日 400,000円

甲状腺癌手術（切除） － 全麻 7日 250,000円

乳癌

乳癌手術 片

胃癌

胃切除術（腹腔鏡下） － 全麻 16日 550,000円

胃切除術（開腹） － 全麻 17日 520,000円

胃全摘術（腹腔鏡下） － 全麻 19日 630,000円

胃全摘術（開腹） － 全麻 19日 600,000円

         ◆ ご 注 意 ◆ 
●記載している金額や入院日数はモデルケースによる概算額(日数)を表示しておりますので、 
  実際の入院日数や個々の治療内容により大幅に異なる場合があります。 
 （ex.手術材料、退院時の処方） 
  あくまでも、目安額としてご参考にしてください。 
 
●お支払概算金額は健康保険での患者様の３割負担額（食事代含む）を記載しております。 
 室料差額や診断書等の保険外料金は含んでおりません。 
 
●健康保険の種類により患者様の負担割合が異なる場合がありますので,お持ちの健康保険証を 
 ご確認ください。  
 
●公費負担の医療証をお持ちの方は、それぞれの医療証に定める計算方法となります。 
 
●治療内容により高額になる可能性もありますので、３割負担の患者様につきましては、 

 ご入院前に窓口でのお支払額を軽減できる「限度額適用認定証」の申請をお勧めします。 
  
●実際にご入院された場合、退院前（平日の時間内）に医療費概算額をお問合せください。  

 患者様ごとの概算金額をお伝えできます。 
 
●令和２年４月厚生労働省による診療報酬改定により、金額を変更しております。 
 （本概算額は令和４年３月末まで有効）           令和２年６月１日現在 

一般財団法人 



70,000円

主な疾患名 手術名又は治療内容
両側
片側

麻酔
※1

モデル
入院日数

お支払概算金額
（健康保険での3割負担額）

結腸癌

結腸切除術（腹腔鏡下） － 全麻 14日 510,000円

結腸切除術（開腹） － 全麻 16日 430,000円

直腸癌

直腸切除術（腹腔鏡下） － 全麻 14日 530,000円

直腸切除術（開腹） － 全麻 20日
480,000円～600,000円

（※2）

大腸ポリープ
　内視鏡的切除術

－

局麻

1日 50,000円

－ 2日 60,000円

大腸ファイバー
検査入院

－ 局麻 2日 30,000円

局麻 10日 240,000円

RFA（ラジオ波治療） － 局麻 9日 180,000円

胃ポリープ 内視鏡的切除術 － 局麻 5日 90,000円

肝癌

血管塞栓術（TAE） －

早期胃癌 内視鏡的切除術（ESD） － 局麻 8日 180,000円

総胆管結石 内視鏡的乳頭切開術（EST) － 局麻 6日 200,000円（※2）

白内障
水晶体再建術

（眼内レンズを挿入する場合で
縫着レンズを除く）（単焦点）

片 局麻

1日 60,000円

2日

前立腺癌疑い 前立腺針生検 － 脊麻 3日 50,000円

前立腺癌 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）

－ 全麻 16日 600,000円

前立腺肥大症 経尿道的前立腺手術 － 全麻 8日 210,000円

膀胱癌 経尿道的膀胱悪性腫瘍手術 － 脊麻 8日 150,000円



ネフローゼ症候群

急性糸球体腎炎

慢性糸球体腎炎

ＩｇＡ腎症

ＩｇＡ腎症 － － 170,000円

原発性
アルドステロン症

－ 局麻 100,000円

糖尿病 等 － － 140,000円

主な疾患名 手術名又は治療内容
両側
片側

麻酔
※1

モデル
入院日数

お支払概算金額
（健康保険での3割負担額）

全麻 14日 460,000円

腎（尿管）悪性腫瘍手術 － 全麻 14日 400,000円

子宮頚癌
子宮頚部異形成

子宮頚部（膣部）切除術 － 脊麻 3日 60,000円

腎癌

腹腔鏡下腎（尿管）悪性腫瘍手術 －

全麻 8日 230,000円

子宮附属器腫瘍摘出術(開腹） － 全麻 8日 190,000円

変形性股関節症 人工股関節置換術 片 全麻 30日 700,000円

卵巣のう腫
卵巣腫瘍

子宮附属器腫瘍摘出術（腹腔鏡下） －

変形性膝関節症 人工膝関節置換術 片 全麻 30日 700,000円

肺癌 胸腔鏡下肺悪性腫瘍切除術 片 全麻 15日 610,000円

慢性中耳炎 鼓膜形成手術 片 局麻 1日 90,000円

慢性副鼻腔炎 汎副鼻腔手術（Ⅳ型） 両 全麻 10日 360,000円

慢性扁桃炎
ＩｇＡ腎症

扁桃腺摘出術 両 全麻 9日 190,000円

腎生検
（経皮的針生検）

－ 局麻 8日 130,000円

ステロイドパルス療法 14日

高血圧症 高血圧精査加療 － － 10日 140,000円

選択的副腎静脈サンプリング 3日

糖尿病代謝センター教育入院 10日

腹部大動脈瘤 ステントグラフト内挿術 － 全麻 10日 1,200,000円（※3）

狭心症
心筋梗塞

心臓カテーテル検査 － 局麻 3日 80,000円～140,000円

冠動脈ステント留置 － 局麻 4日 　270,000円（※3）



主な疾患名 手術名又は治療内容
両側
片側

麻酔
※1

モデル
入院日数

お支払概算金額
（健康保険での3割負担額）

食物アレルギー 小児食物アレルギー負荷試験 － － 0日(日帰り) 16,000円

80,000円

帯状疱疹 点滴加療 － － 8日 100,000円

2日

蜂窩織炎 点滴加療 － － 5日

60,000円

肺癌の疑い

気管支ファイバー又は針生検 － 局麻 2日 50,000円

肺生検 － 局麻

 
※1 麻酔に関しましては・・・全麻→全身麻酔 脊麻→脊椎麻酔（腰椎麻酔）局麻→局所麻酔と 
                  表記しております。 
 
※2 入院日数や手術術式により、金額が大きく前後する場合があります。 
 
 

※3 治療内容により使用する医療材料が異なりますので、金額が大きく前後する場合があります。 
 


