2021 年 11 月 25 日
東京海上日動あんしん生命保険株式会社

新商品「あんしんがん治療保険」発売等のお知らせ
なかざと

か つ み

東京海上日動あんしん生命保険株式会社 （社長 中里 克己、以下「当社」） は、2022 年 2 月 2
日（水）から、がんの治療期間に応じて給付金を毎月受け取れる新しいがん保険「あんしんがん
治療保険」（注 1）を発売します。加えて、公的医療保険制度の対象でないため治療費負担が高額
になりえる最新の治療等を最大 1 億円（生保業界最高額）まで保障する（注 2）「がん特定治療保障
特約」を提供します。
また、がん保険にご加入いただいたお客様を対象に、Craif 株式会社が提供するがんリスク検査
「miSignalTM（マイシグナル）」等の新サービスを提供し、がんの早期発見や治療をサポートします。
（注1） 正式名称【がん治療保険 (無解約返戻金型)

[無配当] 】

（注2） 2021 年 11 月当社調べ。

１． 背景
近年、がん治療を取り巻く環境は大きく変化しています。例えば、がん治療の平均入院期間
は大きく減少し、かわって通院で、放射線治療や抗がん剤治療を受けるケースが増加していま
す。治療費は治療期間等により大きく異なるため、短期の治療で完治する場合と、何年にもわ
たり治療を継続する場合では、必要となる保障額が異なります。
このような中、当社は、治療期間に応じて給付金をお支払いすることで、軽度ながんの短期
治療から重篤ながんの長期治療まで、治療費に合理的に備えることができる「あんしんがん治
療保険」を発売します。
また、重篤ながんに対して、新たな治療技術の開発が各国で進められていますが、公的医療
保険制度の対象となっていない治療の場合は治療費が高額となり、経済的な理由で希望する
治療を断念する方もいらっしゃいます。
本商品には、医師の治療方針のもと、最適な治療を受けられるよう自由診療の治療費を保
障する特約を新設しており、経済的な心配をすることなく、治療に専念することをサポートします。
あわせて、ご好評いただいている「がん診断保険Ｒ」の改定、がん経験者等に対する引受基
準の拡大、がん早期発見等をサポートする新たな付帯サービスの導入を行います。
２． あんしんがん治療保険の概要
【ご契約例】保険期間・保険料払込期間：終身（「がん特定治療保障特約」は 5 年）、給付金月額
10 万円、特約は「がん特定治療保障特約」のみを付加した場合

【商品の主な特徴】
① 治療期間に応じた合理的な保障
公的医療保険制度の対象となる 3 大治療(手術・放射線治療・抗がん剤治療)および所定の緩
和療養を受けた月ごとに一定額の給付金をお支払いすることで、治療期間に応じた合理的な保
障を提供します。
給付金(下記いずれか一方)

支払事由

支払金額

手術・
放射線治療給付金

がんにより公的医療保険制度の対
象となる所定の手術または放射線
治療を受けたとき

支払事由に
該当した月ごとに

抗がん剤治療・
緩和療養給付金

がんにより公的医療保険制度の対
象となる所定の抗がん剤治療また
は緩和療養を受けたとき

5 万円～30 万円

支払限度

-

保険期間を通じて
60 か月分まで

② 自由診療を最大１億円保障
厚生労働大臣による指定または承認等を受けている「がん診療連携拠点病院」等の病院で
行われる自由診療等の治療費を最大１億円まで保障します (5 年更新。90 歳まで更新可)。 ま
た、本特約は、性別・年齢問わず 500 円から加入することができます。
給付金

支払事由

支払金額

支払限度

診療にかかる
費用と同額

保険期間を通じて

がんにより以下のいずれかの診療
で入院または通院したとき

特定治療給付金

①所定の患者申出療養・評価療養
（先進医療を除く）

１億円

②がん診療連携拠点病院等でおこ
なわれる所定の自由診療

③ 充実した保障のラインアップ
上記①②の保障に加え、がん診断時の一時金保障、悪性新生物罹患時の保険料払込免除、
入院・通院の日額保障、手術や抗がん剤の上乗せ保障等、9 種類のオプションから、お客様の
ニーズに合わせた保障をお選びいただけます。
３． 保険料例
＜設例＞あんしんがん治療保険、給付金月額 10 万円、保険期間・保険料払込期間：終身、月払
口振
契約年齢

悪性新生物保険料払込免除特則なし
男性

女性

悪性新生物保険料払込免除特則あり
男性

女性

30 歳

1,700 円

1,630 円

1,900 円

1,890 円

40 歳

2,000 円

1,740 円

2,350 円

2,110 円

50 歳

2,470 円

1,840 円

3,190 円

2,270 円

60 歳

3,200 円

1,970 円

4,540 円

2,430 円

＜設例＞がん特定治療保障特約、保険期間・保険料払込期間：5 年、悪性新生物保料払込免除
特則なし、月払口振
性別・年齢一律

500 円

４． がん診断保険Ｒの改定
がん診断保険Ｒは、がんと診断された際の保障に加え、所定の年齢までにお払込いただいた
保険料から、それまでにお受け取りいただいた診断給付金の合計額を差し引いた残額を健康還
付給付金としてお受け取りいただける商品です。
近年「契約年齢の上限を引き上げてほしい」、「がんになった場合、保険料の支払いは免除し
て欲しい」というお客様からの声をいただいておりました。このようなお客様ニーズに応えるため、
下記２つの改定を行います。
① 契約年齢の上限を 60 歳に拡大（改定前の上限は 50 歳）（注３）
② がん（悪性新生物）罹患時の保険料のお払込みを免除する「悪性新生物保険料払込免除特
則」の新設
（注3） 加入年齢に応じて健康還付給付金支払対象年齢は異なります。加入年齢が 50 歳以下の場合は 70 歳、51 歳
から 55 歳の場合は 75 歳、56 歳から 60 歳の場合は 80 歳に還付されます。

５． がん経験者等に対する引受基準の拡大
人生 100 年時代を迎え、がん経験者は増加しています。一人でも多くのお客様に安心をご提
供するため、引受基準の拡大を行います。
子宮頸部上皮内がん、大腸粘膜内がん、乳房上皮内がんの罹患経験者の方について、一定
の条件を満たす場合にがん保険および医療保険に加入できるよう引受基準を改定します。上皮
内がん罹患者のうち、今回、引受可能とする 3 つの上皮内がんが約 67％を占めています。特に
20～40 代は 90％以上が、50 代は約 77％が 3 つの上皮内がんとなっています（注４）。
（注4） 出典：国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」（全国がん登録）

６． 付帯サービス
本商品の発売に伴い、次の３つの付帯サービスを新設します。
① がんリスク検査優待サービス
近年、がんの治療技術が向上し、早期発見できれば、がんは治る時代となってきています。
今般、がんの早期発見サポートをさらに推進し、保障とあわせてお客様をお守りするため、がん
保険（注 5）にご加入されている方に、Craif 株式会社（注 6）が提供する尿を用いたがんリスク検査
「miSignalTM（マイシグナル）（注 7）」を提携医療機関にて優待価格で提供します。2022 年 2 月時点
では、検査技術が確立された肺がん、または卵巣がんのサービスを提供し、順次拡大すること
を予定しています。
（注 5）あんしんがん治療保険、改定後のがん診断保険Ｒに新たにご加入いただくお客様に加え、
すでに当社のがん保険（がん治療支援保険ＮＥＯ等）にご加入のお客様もご利用いただけ
ます。
（注 6）Ｃｒａｉｆ株式会社（クライフ）の概要 （https://www.craif.com/）
Ｃｒａｉｆ株式会社は、「人々が天寿を全うする社会の実現」というビジョンのもと、尿からバイ
オマーカーを抽出する技術と AI（人工知能）を組み合わせ、少量の尿を使用した体に負担
の少なく精度の高いがん検出技術を持つ企業です。東京海上ホールディングス株式会社
と資本業務提携を結んでいます。
（注 7）miSignal

TM

(マイシグナル)は、検査時のがんのリスクを評価するものであり、がんの診断

を行う検査ではありません。

② がん精密検査予約サービス
自治体等のがん検診結果が「疑いあり」や「要精密検査」の場合に、専門的な医療を提供す
る病院から選んでがん精密検査の受診予約ができるサービスを、「Medical Note for 東京海上
グループ」の機能に追加します（注 8）。
（注 8） 本サービスは、株式会社メディカルノートを通じて提供します。

③ がん特定治療保障特約の給付金の直接支払サービス
がん特定治療保障特約の給付金を当社が提携する医療機関(順次拡大予定)へ直接お支払
いするサービスを提供します。これにより、治療費が高額となる自由診療等をうける場合であっ
ても、お客様による治療費の一時負担なく治療を受けることができるようになります。
当社は、2007 年から「お客様をがんからお守りする運動」を行っており、保険金等のお支払いにと
どまらずお客様のお悩みに対する「総合的なソリューション」をご提供しております。
本商品・サービスを通じて、より一層お客様にあんしんをお届けし、人生 100 年時代における社会
課題解決を目指してまいります。
以上

