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　がんの種類にもよりますが、一般的に、早期がんと進行がんの違いは、「がんがどこまで浸
潤しているか」によって決まります。たとえば、胃がんや大腸がんなどの場合、胃壁や腸壁の
粘膜層内あるいは粘膜下層までにがんがとどまっていれば「早期がん」、固有筋層まで達し
ていたり、それを越えて広がっていたりすれば「進行がん」となります。決して、進行がん＝治
らないがんではありません。
　ただ早期がんと進行がんでは、治療の目的が異なります。早期がんは完全に治ること、つ
まり「根治」が治療の目的です。一方、ある程度進行しているがんの場合、手術不能もしくは
治療法がない可能性もあるでしょう。ですから、治療の目的は、がんと共に生きてゆくこと、つ
まり「共存」になります。
（１）早期がんの医療費イメージ
　早期がんの場合、かかる医療費はおもに、①周術期＊1の医療費（手術、入院費(入院中の
医療費含む)、放射線療法など）、②再発予防の医療費（術後薬物療法など）、③定期検査
費等の3つに分けられます。当初の根治治療の結果が順調であれば、今後の治療スケジュール
がはっきりしますので、おおまかな医療費についても予想が立てやすいでしょう。
（２）進行がんの医療費イメージ
　進行がんの場合、薬物療法のファースト・ライン（一次治療）、セカンド・ライン（二次治
療）、サード・ライン（三次治療）というように効果のある治療をその都度行う治療方針がほと
んどです。そのため、スケジュールや費用の予想が立てにくいという特徴があります。

　また、比較的治癒率が高いといわれる乳がんの場合、5年相対生存率は病期Ⅰ期が約99％、
病期Ⅱ期が約95％※となっています。早期に発見し、適切な治療ができれば、再発リスクが抑え
られるということは、がんのファイナンシャルプランニングの際には、大きなポイントです。
※出所：公益財団法人 がん研究振興財団「がんの統計’14」

（３）再発がんの医療費イメージ
　再発予防の治療を行っていたにも関わらず、再発＊2するケースもあります。そんなとき
は、根治のための手術や放射線療法ができれば再発時も行い、その後に効果の期待でき
る薬物療法を開始します。しかし、手術等ができない場合には速やかに薬物療法に入ること
になり、進行がんと同じく、病状に応じた治療を行います。

　手術療法や放射線療法、薬物療法＊3など、おもながんの治療は、告知後1年以内に行わ
れることがほとんどです。したがって、まずはどんな治療を行うのかを確認すること。公的医
療保険の適用になる標準治療＊4の場合、具体的な治療内容や検査、入院日数、薬の種類や
投薬期間などがわかれば、ある程度、正確な金額がわかるはずです。
　確実なのは、主治医等から治療計画を教えてもらい、病院内の相談室や会計窓口（医事課）
で確認する方法。なかには、薬剤部と協力して費用一覧を作成している医療機関もあります。

◆早期がんの医療費イメージ

入院費 定期検査費

手術療法・放射線療法・薬物療法
の費用

定期検査費（薬物療法のための入院費用発生の場合もある）

治療の時期や内容な
どのスケジュールやか
かる費用の予想が立
てやすい。

◆再発がんの医療費イメージ：遠隔転移・手術可の場合

手術療法・放射線療法・
薬物療法の費用

入院費

手術療法・
放射線療法
の費用

入院費定期検査費

基本的に進行がんの
医療費イメージと同じ。
QOL＊5を優先して治療
を行わないことも。

◆進行がんの医療費イメージ

薬物療法の費用
（ファースト・ライン）

薬物療法の費用
（セカンド・ライン）

薬物療法の費用
（ファースト・ライン）

定期検査費

薬物療法の費用
（サード・ライン）

効果のある治療をその
都度行う治療方針のた
め、スケジュールや費用
の予想が立てにくい。

再
発

時間

時間

時間

早期がんと進行がんの違いとは？

がんにかかる医療費はどうやって確認する？

印の用語はP12の「用語解説」をご覧ください。印の用語はP12の「用語解説」をご覧ください。

がんにかかる医療費は、がんの種類（部位）と進行度（病期）で
大きく異なります。とりわけ進行度、つまりどの程度がんが進ん
でいるかで治療方法が大きく変わりますので、医療費には影響
大です。

夫（30歳代）が胃がん告知を受けました。早期発見でしたが、
再発が心配です。早期がんと進行がんでは医療費はどのように
違うのでしょうか？（30歳代女性）

早期がんと進行・再発がんで
医療費はどう変わる？

がんにかかるお金と経済的リスクへの備え Q&A第1部

4 5

第　　章1 がんとお金　支出編



　

　がんの種類にもよりますが、一般的に、早期がんと進行がんの違いは、「がんがどこまで浸
潤しているか」によって決まります。たとえば、胃がんや大腸がんなどの場合、胃壁や腸壁の
粘膜層内あるいは粘膜下層までにがんがとどまっていれば「早期がん」、固有筋層まで達し
ていたり、それを越えて広がっていたりすれば「進行がん」となります。決して、進行がん＝治
らないがんではありません。
　ただ早期がんと進行がんでは、治療の目的が異なります。早期がんは完全に治ること、つ
まり「根治」が治療の目的です。一方、ある程度進行しているがんの場合、手術不能もしくは
治療法がない可能性もあるでしょう。ですから、治療の目的は、がんと共に生きてゆくこと、つ
まり「共存」になります。
（１）早期がんの医療費イメージ
　早期がんの場合、かかる医療費はおもに、①周術期＊1の医療費（手術、入院費(入院中の
医療費含む)、放射線療法など）、②再発予防の医療費（術後薬物療法など）、③定期検査
費等の3つに分けられます。当初の根治治療の結果が順調であれば、今後の治療スケジュール
がはっきりしますので、おおまかな医療費についても予想が立てやすいでしょう。
（２）進行がんの医療費イメージ
　進行がんの場合、薬物療法のファースト・ライン（一次治療）、セカンド・ライン（二次治
療）、サード・ライン（三次治療）というように効果のある治療をその都度行う治療方針がほと
んどです。そのため、スケジュールや費用の予想が立てにくいという特徴があります。

　また、比較的治癒率が高いといわれる乳がんの場合、5年相対生存率は病期Ⅰ期が約99％、
病期Ⅱ期が約95％※となっています。早期に発見し、適切な治療ができれば、再発リスクが抑え
られるということは、がんのファイナンシャルプランニングの際には、大きなポイントです。
※出所：公益財団法人 がん研究振興財団「がんの統計’14」

（３）再発がんの医療費イメージ
　再発予防の治療を行っていたにも関わらず、再発＊2するケースもあります。そんなとき
は、根治のための手術や放射線療法ができれば再発時も行い、その後に効果の期待でき
る薬物療法を開始します。しかし、手術等ができない場合には速やかに薬物療法に入ること
になり、進行がんと同じく、病状に応じた治療を行います。

　手術療法や放射線療法、薬物療法＊3など、おもながんの治療は、告知後1年以内に行わ
れることがほとんどです。したがって、まずはどんな治療を行うのかを確認すること。公的医
療保険の適用になる標準治療＊4の場合、具体的な治療内容や検査、入院日数、薬の種類や
投薬期間などがわかれば、ある程度、正確な金額がわかるはずです。
　確実なのは、主治医等から治療計画を教えてもらい、病院内の相談室や会計窓口（医事課）
で確認する方法。なかには、薬剤部と協力して費用一覧を作成している医療機関もあります。

◆早期がんの医療費イメージ

入院費 定期検査費

手術療法・放射線療法・薬物療法
の費用

定期検査費（薬物療法のための入院費用発生の場合もある）

治療の時期や内容な
どのスケジュールやか
かる費用の予想が立
てやすい。

◆再発がんの医療費イメージ：遠隔転移・手術可の場合

手術療法・放射線療法・
薬物療法の費用

入院費

手術療法・
放射線療法
の費用

入院費定期検査費

基本的に進行がんの
医療費イメージと同じ。
QOL＊5を優先して治療
を行わないことも。

◆進行がんの医療費イメージ

薬物療法の費用
（ファースト・ライン）

薬物療法の費用
（セカンド・ライン）

薬物療法の費用
（ファースト・ライン）

定期検査費

薬物療法の費用
（サード・ライン）

効果のある治療をその
都度行う治療方針のた
め、スケジュールや費用
の予想が立てにくい。

再
発

時間

時間

時間

早期がんと進行がんの違いとは？

がんにかかる医療費はどうやって確認する？

印の用語はP12の「用語解説」をご覧ください。印の用語はP12の「用語解説」をご覧ください。

がんにかかる医療費は、がんの種類（部位）と進行度（病期）で
大きく異なります。とりわけ進行度、つまりどの程度がんが進ん
でいるかで治療方法が大きく変わりますので、医療費には影響
大です。

夫（30歳代）が胃がん告知を受けました。早期発見でしたが、
再発が心配です。早期がんと進行がんでは医療費はどのように
違うのでしょうか？（30歳代女性）

早期がんと進行・再発がんで
医療費はどう変わる？

がんにかかるお金と経済的リスクへの備え Q&A第1部

4 5

第　　章1 がんとお金　支出編



罹患後の
生活・就業の変化

プロフィール 金田重行さん（仮名）
●33歳　●未婚　
●契約社員／現在の年収約300万円

肺がん

家族構成

民間保険の加入状況

罹患の経緯と
現在の治療状況等

ひとり暮らし

約3年前に肺がん告知を受ける。病期はⅢB期。手術ができない状態
と診断され、薬物療法を継続して行っていた。1年前から治験に切り
替えている。

民間保険にはまったく加入していない。

正社員で働いていたが、罹患後しばらくして退職。現在は以前勤務して
いた企業で契約社員として勤務。治療によってめまいやむくみなどの副
作用はあるものの、日常生活やデスクワークはある程度普通に行える。

支出について

2 入院して放射線治療と薬物療法を行い、その後、さらに薬物療法を1週間程度入院
しながら繰り返し行う。

1 勤務先の人間ドックで異常が見つかり、紹介されたＡ大学病院を受診して精密検査
を受ける。非小細胞がん（腺がん）ⅢB期と診断を受ける。

罹患後約3年間の自己負担額合計 約206万9,000円

1年目

赤囲み・赤文字の部分の合計

◉精密検査（喀痰細胞診、気管支鏡検査、胸部CT検査、胸部MRI検査など）

　●医療費総額・・・・・約34万3,000円 〈自己負担3割 ：  約10万3,000円 〉
※2ヵ月に渡ったため高額療養費の適用なし

3 骨への転移が広がり、薬物療法（分子標的薬）を提案される。治療法を検討するた
め、別のＢ病院のセカンドオピニオンを受けるが、提示された治療法はＡ大学病院と
同じで、提案された薬物療法を開始する。

2～3年目

◉セカンドオピニオン受診

　●医療費総額・・・・・  約3万5,000円  〈全額自己負担〉
◉診療情報提供書・検査資料提供料
　●医療費総額・・・・・約6,000円 〈自己負担3割 ：  約2,000円  〉
◉入院費用（分子標的薬の副作用を緩和するため入院して治療）（10日間）
　●医療費総額・・・・・約95万7,000円 〈自己負担3割 ： 約28万7,000円〉

　●高額療養費適用後の自己負担・・・・・  約8万7,000円※

◉入院費用（放射線療法＋薬物療法）（20日間）
　●医療費総額・・・・・約92万円 〈自己負担3割 ： 約27万6,000円〉

　●高額療養費適用後の自己負担・・・・・  約8万7,000円※

◉薬物療法（抗がん剤治療）(3ヵ月間)
　●医療費総額・・・・・約68万円 〈自己負担3割 ：  約20万4,000円  〉

5 薬物療法の耐性ができ、効果があまり得られなくなってきたため、主治医の勧めで
治験（P69参照）に参加する（現在も継続中）。あわせて毎月、定期検査も行う。

◉入院および治療・・・・・治験のため入院費および薬剤費は  無料
◉定期検査（血液検査、胸部X線検査、CT検査など）
　●医療費総額・・・・・2年間で約40万4,000円 〈自己負担3割 ：  約12万1,000円  〉
◉通院のための交通費・・・・・  約11万円  〈実費負担〉

4
◉薬物療法（1ヵ月に1回）（22ヵ月間）
　●医療費総額・・・・・約20万円×22回＝約440万円 
　　　　　　　　　〈自己負担3割：約6万円×22回＝  約132万円  〉

退院後、定期的に通院し、薬物療法を行う。

※高額療養費適用後の自己負担額（年収約370万～約770万円の場合）P25参照
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　罹患前はIT企業の正社員として勤務していたが、罹患後に治療と仕事の両立ができず、退
職した。その後、同社に契約社員として勤務している。現在は、在宅勤務に切り替えてもらって
いるが、出来高制のため、体調がすぐれないときには、収入が減ってしまう。
　今は治験に参加しているため、医療費負担はほとんどないものの、収入が少なく生活費を捻
出することが難しい。そのため、両親が保有する賃貸マンションの一室に引っ越しをして、生活
費等の一部を援助してもらっている。民間保険にはまったく加入しておらず、入院給付金や手
術給付金の給付はなし。

収入について

　新しい薬や治療法を開発するためには、国が定めたルールに基づいて、有効性や
安全性を評価する必要があります。人間を対象に、本当に効くか、安全に使えるのかを

科学的に調べて確認する方法が「臨床試験」です。このうち、製薬会社や医師がお金を負担して、
厚生労働省に新薬の承認を得るために行う臨床試験のことを「治験」といいます。
　治験に参加することで、整った環境で、新薬や新しい治療法を受けられる、医療費負担が軽減
できるなどのメリットがある一方で、副作用や安全性のリスクや自分にその治療法が有効とは限
らないなどのデメリットもあります。ただ、実際にがん患者さんのお話を伺うと、治験に参加されて
いる方は少なくありません。治験に関する情報は、主治医や担当医師に直接問い合わせたり、院
内掲示、広報、インターネットなどで収集できます。

One
Point

治験ってどんなもの？

年収約420万円罹患前の収入 年収約300万円罹患後

　おもながんの治療法である手術療法、放射線療法、薬物療法などを単独で行うのではなく、が
んの種類や進行度に応じて、さまざまな治療法を組み合わせた治療を行うことを「集学的治療」
といいます。各分野の専門医や看護師、技師等がチームを組み、さまざまな治療技術を戦略的
に組み合わせた治療を行うことが治療効果の向上には必須となります。

「集学的治療」の必要性

Patient’s VoicePatient’s Voice

　まさか自分が肺がんと診断されるなんて思いもよりませんでした。がんは高齢者の病

気だと思っていましたし、たばこも吸いません。進行した状態で見つかりましたが、治療

法の進歩によって、なんとか生活できているのはありがたいと思っています。

　現在は治験に参加していますから、医療費負担はほとんどありません。でも今後、治

療がずっと続くとなると、以前と同じような収入は見込めないでしょう。契約社員ですし、こ

れから将来のことを考えるととても不安です。ただ先のことばかり考えていても仕方ない

ので、今はできることを精一杯がんばるつもりです。

　周囲のがん患者さんに話を聞くと、がん保険や医療保険で経済的に助かっていると

おっしゃいます。民間保険にはまったく加入していなかったので、今からでも加入できれ

ば良いのですが、保険料も安くないでしょうし……まだ若いし、独身なので、保険なんて

必要ないと思い込んでいました。がんが見つかる前に加入しておけば良かったと本当に

後悔しています。

◆治療法を組み合わせる集学的治療

標準的な
治療

●手術療法
●薬物療法
●放射線療法

緩和ケア
補完代替
療法

結果の
提出

発売の
許可

新しい薬の誕生厚生労働省の審査治験
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