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1――はじめに
骨髄バンクによると骨髄ドナー登録者が増えている1。年間の新規登録数は2017年は34,491人、2018年
は35,085人であったが、2019年は1月から10月までの10か月間で52,872人となっている。2019年2月以降、
毎月の月間新規登録者数は前年を上回っている。特に2019年2月の月間新規登録者数は一時的にではあ
るが11,000人を超えた。非血縁者間移植実施数は2018年は1,216件、2019年は10月までで1,047件と公表
されており、1か月当たりの平均実施数は2018年は101件、2019年は104件である。
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〔骨髄バン ク「骨髄バン ク事業の現状(2019年10月末現在)」よ り筆者作成〕

骨髄バンク「骨髄バンク事業の現状（2019 年 10 月末現在） 【速報値】
」(https://www.jmdp.or.jp/documents/file/08_dat
a/bank_genjou.pdf, 2019 年 11 月 18 日最終閲覧)。また、日本経済新聞「骨髄提供休暇で支援 池江選手白血病でドナー
登録増」2019 年 7 月 18 日夕刊でも報じられている。
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ところで、骨髄ドナー（提供者）として骨髄採取手術を受けた場合にも保障対象となる保険商品があることを
ご存知だろうか。通常の生命保険の医療商品は、被保険者が自身の治療のために入院したり、手術を受けた
りした場合に保障対象となる。一方で、被保険者が骨髄ドナー（提供者）として骨髄幹細胞採取手術等を受け
た場合は、自身の治療のための手術とは言えない。しかし、このような、骨髄ドナー（提供者）に対しても保障
を提供する保険商品が発売されている。今回は、そうした骨髄ドナー（提供者）に対して保障を提供する個人
向けの保険商品について紹介したい。
2――保険業法施行規則の一部を改正
骨髄提供者（ドナー）に対する保障を提供する民間保険会社の保険商品については、民間保険会社が商
品を開発・販売開始することに先立ち、保険業法施行規則の改正が行われている。
2005(平成17）年3月4日に「規制改革・民間開放集中受付期間において提出された全国規模の規制改
革・民間開放要望への対応方針について（平成16年9月10日）」において、骨髄提供者（ドナー）が受ける骨
髄採取手術についても保険の給付対象としたいとの要望を受けて、金融庁が所要の整備を行う旨を発表し
た。
当時の法令上、引受対象となる事由は、疾病又は傷害と定義されているため、健康体であるドナーが自ら
の意思で受ける骨髄採取手術は含まれていなかった。保険業法では、第3条第4項第2号で生命保険業免許、
第3条第5項第2号で損害保険業免許の引受け対象として、疾病・傷害・介護に関する保険に関して規定があ
り、「イ 人が疾病にかかったこと。」、「ロ 傷害を受けたこと又は疾病にかかったことを原因とする人の状態」
および「ニ イ又はロに掲げるものに類するものとして内閣府令で定めるもの（人の死亡を除く。）」等とされて
いた。
この「ニ」の規定を受けて、保険業法施行規則では、第4条第1号で「出産及びこれを原因とする人の状態」、
同条第2号で「老衰を直接の原因とする常時の介護を要する身体の状態」が規定されていた。
2005年の保険業法施行規則の一部改正では、第4条に第3号として、「骨髄の提供及びこれを原因とする
人の状態」を新設する改正が行われた2。
3――造血幹細胞移植と提供者
白血病、骨髄異形成症候群、悪性リンパ腫などの血液の病気にかかると、血液細胞を正常に造れなくなる
ため、貧血や免疫不全などが起こる。病気に冒された造血幹細胞（血液のもとになる細胞）を、健康なものに
置き換える治療法が、造血幹細胞移植である3。
造血幹細胞をどこから得るかによって、造血幹細胞移植は大きく2つに分類される。患者自身の造血幹細
金融庁「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令（案）の公表について」2005(平成 17)年 3 月 4 日(https://www.fsa.
go.jp/news/newsj/16/hoken/f-20050304-1.html, 2019 年 11 月 8 日最終閲覧)、同庁「保険業法施行規則の一部を改正する内
閣府令案のパブリックコメントの結果について」2005(平成 17)年 3 月 25 日(https://www.fsa.go.jp/news/newsj/16/hoken/f-2
0050325-1.html, 2019 年 11 月 8 日最終閲覧)。
2005 年に「骨髄の提供及びこれを原因とする人の状態」を新設する改正が行われた後、2016 年に第 2 項として「二 不
妊治療を要する身体の状態」を追加する改正が行われたので、現在では「骨髄の提供及びこれを原因とする人の状態」は第 4
項となっている(金融庁「
『保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令（案）』に対するパブリックコメントの結果等につい
て」2016(平成 28)年 3 月 25 日(https://www.fsa.go.jp/news/27/hoken/20160325-7.html, 2019 年 11 月 8 日最終閲覧)。
3 日本骨髄バンク「ドナーのためのハンドブック」14 頁、16 頁(https://www.jmdp.or.jp/documents/file/02_donation/donor
handbook201905.pdf, 2019 年 11 月 8 日最終閲覧)
2

2｜

｜保険・年金フォーカス 2019-11-20｜Copyright ©2019 NLI Research Institute

All rights reserved

胞をあらかじめ採取・保存し、それを移植に用いる「自家造血幹細胞移植」と、他者から提供された造血幹細
胞を移植に用いる「同種造血幹細胞移植」に分けられる4。
同種造血幹細胞移植の実施には、患者に対する造血幹細胞の提供者が必要であり、そのような提供者の
ことを「ドナー」と呼ぶ。実際に移植される細胞には、造血幹細胞そのものではなく、造血幹細胞を豊富に含
む細胞液として、「骨髄」、「末梢血幹細胞」、「さい帯血」の3種類が用いられており、それぞれにこれらの細胞
を提供するドナーが存在している5。
「骨髄」は骨の中にある赤いゼリー状の組織で、骨髄液で満たされていて、そこでは赤血球、白血球、血小
板が休むことなく造られている。全身を流れている血液である末梢血の中に、通常、造血幹細胞はほとんど
存在しないが、G - C S F（顆粒球コロニー刺激因子、granulocyte-colony stimulating factor）という白血
球を増やす薬を注射すると、末梢血中にも増加し、これが「末梢血幹細胞」と呼ばれる。「さい帯血」は胎児と
母親の胎盤とをつなぐ「へその緒」の中を流れる血液である6。
この後紹介する造血幹細胞の提供者に保障を提供する保険商品は、これら骨髄、末梢血幹細胞、さい帯
血のうち、骨髄提供者（ドナー）として骨髄または末梢血幹細胞の採取手術を受けた場合に保険給付を行うと
いうものである。
4――民間保険会社の商品発売
保険業法施行規則の改正を経て、民間保険会社が、骨髄提供者（ドナー）に対する保障を提供する保険
商品を開発・販売開始した。
プルデンシャル生命保険株式会社は、2005年4月に、日本発のサービスとして、同社の医療保険契約お
よび各種入院総合保障特約に加入する保険契約者を対象に、新たな保険料の追加負担を求めることなく、
被保険者が骨髄幹細胞採取手術を受けた場合に、入院給付金日額の20倍の手術給付金を支払うということ
を発表した7。
その後、同社は、2014年8月24日に、給付範囲を拡大し、従来の骨髄幹細胞採取手術に加えて、末梢血
幹細胞採取手術も支払いの対象とすることを発表している8。この給付範囲拡大についても、保険料の変更は
なく、また、2014年8月24日以前に同社の医療保険等に加入している場合でも、8月25日以後に末梢血幹細
胞採取手術を受けた場合は支払い対象とするとしている。
筆者が保険会社のホームページ等で確認したところ、プルデンシャル生命保険株式会社以外にも、骨髄
提供者（ドナー）に対する保障を提供する個人向けの保険商品を発売している会社があり、生命保険会社で

4

一般社団法人日本造血細胞移植学会「1-3. 造血幹細胞移植の種類と方法」(https://www.jshct.com/modules/patient/index.
php?content_id=5, 2019 年 11 月 8 日最終閲覧)
5 一般社団法人日本造血細胞移植学会「1-1. ドナーの重要性」(https://www.jshct.com/modules/donor/index.php?content_i
d=13, 2019 年 11 月 8 日最終閲覧)
6 一般社団法人日本造血細胞移植学会「1-1. ドナーの重要性」(https://www.jshct.com/modules/donor/index.php?content_i
d=13, 2019 年 11 月 8 日最終閲覧)、日本骨髄バンク「ドナーのためのハンドブック」14 頁 (https://www.jmdp.or.jp/docum
ents/file/02_donation/donorhandbook201905.pdf, 2019 年 11 月 8 日最終閲覧)
7 プルデンシャル生命保険株式会社「血液難病者に一大朗報ドナー側に手術給付金の道つける」2005 年 4 月 21 日(https://w
ww.prudential.co.jp/news/pdf/8/20050421.pdf, 2019 年 11 月 14 日最終閲覧)、
「プルデンシャルだから実現した日本初のサ
ービス」(https://www.prudential.co.jp/company/philosophy/first.html, 2019 年 11 月 14 日最終閲覧)
8 プルデンシャル生命保険株式会社「ドナー・ニーズ・ベネフィット(骨髄ドナー給付)の給付範囲を拡大」2014 年 8 月 25 日
(https://www.prudential.co.jp/news/pdf/358/20140825_1.pdf, 2019 年 11 月 14 日最終閲覧)
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はプルデンシャル生命保険株式会社も含めて22社、損害保険会社では3社確認できた9。
これら22社の生命保険会社が販売している個人向け商品は後掲の表のとおりである10。
生命保険会社が販売している骨髄提供者（ドナー）に対して保障を提供する個人向けの保険商品は、ほと
んどの商品がプルデンシャル生命と同様に骨髄幹細胞採取手術と末梢血幹細胞採取手術を保障対象として
いる。骨髄提供者（ドナー）に対して保障を提供する保険商品の特徴としては、生命保険会社が契約上の責
任を開始する時期である責任開始期11から1年経過後の骨髄幹細胞採取手術や末梢血幹細胞採取手術を
保障対象としていること、骨髄幹細胞や梢血幹細胞の提供者と受容者が同一の場合は、骨髄提供者への保
障としては対象外としていることが共通している。
その上で、骨髄幹細胞採取手術や末梢血幹細胞採取手術を受けたとき、手術1回について、骨髄ドナー
給付金や手術給付金を支払うという商品が多数を占めている。こうした商品において、骨髄ドナー給付金や
手術給付金は保険期間を通じて1回または2回といった支払回数の限度を設けている会社が多いが、中には
支払回数の限度を設けていない会社もある12。なお、骨髄や末梢血幹細胞の提供については、骨髄バンクで
は、血縁・非血縁にかかわらず、骨髄と末梢血幹細胞を合わせて2回まで提供可能としている（骨髄提供は、
2回まで、末梢血幹細胞提供はＧ－ＣＳＦの長期的な安全性について科学的データを収集中であるため、現
時点では1回までとしている。）13。
また、骨髄幹細胞採取手術または末梢血幹細胞採取術を受けることを要件に、骨髄幹細胞採取手術また
は末梢血幹細胞採取手術を直接の目的とする入院について入院給付金等保険給付を行う商品を販売して
いる会社もあり、入院日数に応じた保険給付を行う商品や、入院1回について一時金を支払う商品などの商
品が販売されている。
骨髄幹細胞採取手術や末梢血幹細胞採取手術を受けたとき、手術1回について、骨髄ドナー給付金や手
術給付金を支払うとともに、入院についても保険給付を行う商品もある14。
告知項目を限定したり、割増保険料を設定したりし、引受基準を緩和して、持病がある方や入院・手術の経
験がある方など健康状態に不安を抱えている方でも加入しやすいような引受基準緩和型商品、限定告知型
商品といわれる商品も販売されている15。
日本骨髄バンクも骨髄ドナーに対する給付等がある商品を紹介しており、生命保険会社が 14 社、損害保険会社が 2 社、共
済/互助会が 2 共済が紹介されている(「骨髄ドナーに対する給付等がある商品の概要」(https://www.jmdp.or.jp/documents/f
ile/02_donation/benefit_gaiyou19_09.pdf, 2019 年 11 月 7 日最終閲覧))。
10 表に記載の保険商品は筆者が確認した時に新規に販売している商品を記載しているので、既に販売停止している骨髄提供
者(ドナー)に対する保障を提供する保険商品は記載していない。
11 生命保険会社が契約上の責任を開始する時期が責任開始期といわれている。(公益財団法人 生命保険文化センター「契約
申込みから契約成立までの流れと重要事項」(http://www.jili.or.jp/knows_learns/basic/point/important.html#sekininkaisi,
2019 年 10 月 3 日最終閲覧)))
12 オリックス生命保険株式会社(無配当無解約払戻金型医療保険(2013)、無配当引受基準緩和型医療保険(2019))、ソニー生命
保険株式会社(総合医療保険、総合医療保険(無解約返戻金型)18)、大樹生命保険株式会社(総合医療特約 016)、ネオファース
ト生命(手術保障特約(2018)、手術保障特約(引受基準緩和型))、はなさく生命保険株式会社(医療終身保険(無解約返戻金型))、
マニュライフ生命保険株式会社 (無配当保険料払込期間中無解約返戻金型終身医療保険(16)) 、楽天生命保険株式会社(終身医
療保険 2018［無配当］
、限定告知型医療保険 2018)は支払回数の限度を設けていないようである。
13 日本骨髄バンク「ドナーのためのハンドブック」47 頁(https://www.jmdp.or.jp/documents/file/02_donation/donorhandbo
ok201905.pdf, 2019 年 10 月 3 日最終閲覧)
14 住友生命保険相互会社、太陽生命保険株式会社の 2 社が販売している。
15 オリックス生命保険株式会社(無配当引受基準緩和型医療保険(2019))、ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社(払込期間中
無解約返戻金限定告知医療保険)、東京海上日動あんしん生命保険株式会社 (医療保険(引受基準緩和・無解約返戻金型))、ネ
オファースト生命保険株式会社(手術保障特約(引受基準緩和型))、メットライフ生命保険株式会社(終身手術総合保障特約(引
9
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これらの骨髄提供者（ドナー）に対して保障を提供する個人向けの保険商品を販売している複数の会社は、
日本骨髄バンクが発行する証明書で保険給付の請求が可能のようである16。
骨髄提供者（ドナー）に対する保障を提供する個人向けの保険商品を発売している損害保険会社には、あ
いおいニッセイ同和損害保険株式会社、ソニー損害保険株式会社、損害保険ジャパン日本興亜株式会社が
ある。
損害保険会社が販売している骨髄提供者（ドナー）に対して保障を提供する個人向けの保険商品は、所
得補償保険に骨髄採取手術に伴う入院補償特約を付加し、骨髄採取手術による就業不能に対して保険給
付を行う商品17と生命保険会社の商品と同様に骨髄幹細胞採取手術や末梢血幹細胞採取手術を受けたとき、
手術1回について手術保険金、髄幹細胞採取手術または末梢血幹細胞採取術を直接の目的とする入院に
ついて疾病入院保険金を支払うという商品18が販売されている。いずれの損害保険会社の商品にも、生命保
険会社が販売している商品において共通の特徴としてみられた、保険始期 から1年経過後の採取手術を保
障対象としていること、骨髄幹細胞の提供者と受容者が同一の場合は保障の対象外としていることは共通の
特徴としてみられる。
以上の保険会社の個人向け商品のほかにも、団体向けの商品にも骨髄提供者（ドナー）に対して保障を提
供する商品がある19。
また、保険会社の商品のほかにも、共済にも骨髄提供者（ドナー）の保障するものがある。例えば、UAゼン
センの医療共済20、全労災の団体向けのこくみん共済21がある。
5――おわりに
現在販売されている骨髄提供者（ドナー）に対して保障を提供する個人向け保険商品を中心に紹介してき
た。ここで紹介した商品は現在販売している保険商品なので、既に販売停止された保険商品は今回割愛し
たが、販売停止された保険商品にも骨髄提供者（ドナー）の保障するものがあるだろう。保険商品にご加入さ
れている方や骨髄提供に関心がある方など、ご自身でパンフレットやご契約のしおり・約款を確認したり、保
険会社に確認してみたりしてみるのもよいかもしれない。
また、こうした保険商品が．骨髄移植または末梢血幹細胞移植が必要な方や骨髄ドナー（提供者）の支え
になり、ひとりでも多くの人が救われることを望みたい。

受基準緩和型))、楽天生命保険株式会社(限定告知型医療保険 2018)。
16 日本骨髄バンク「ドナー登録されている方へ提供により給付金が支払われる保険」(https://www.jmdp.or.jp/donation/abo
ut/benefit.html, 2019 年 11 月 6 日最終閲覧)
17 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社(https://ey.aioinissaydowa.co.jp/eydocs/webyakkan/html/ad/008a.html, 2019
年 11 月 6 日最終閲覧)、損害保険ジャパン日本興亜株式会社(https://www.sjnk.co.jp/~/media/SJNK/files/kinsurance/yakka
n/syotoku1910_yakkan.pdf, 2019 年 11 月 6 日最終閲覧)が販売している。
18 ソニー損害保険株式会社(骨髄幹細胞採取手術保障特約(傷害および疾病による入院・手術保障特約用))が販売している
(https://www.sonysonpo.co.jp/share/pdf/md/sure/yakkan_20181001.pdf, 2019 年 11 月 6 日最終閲覧)。
19 例えば、第一生命保険株式会社が販売している新医療保障保険(団体型)がある(https://www.dai-ichi-life.co.jp/legal/hoken
kin/shin_iryou.html, 2019 年 11 月 6 日最終閲覧)。
20 UA ゼンセン医療共済(http://uazensenkyosai.jp/iryou.html#topic2, 2019 年 11 月 6 日最終閲覧)。
21 全労災こくみん共済(https://www.zenrosai.coop/dantai/dantai_seimei/hoshou.html, 2019 年 11 月 6 日最終閲覧)。保障
内容は団体ごとに設計可能とされている。
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生命保険会社が販売している骨髄提供者（ドナー）に対して保障を提供する個人向け商品
会社名
アクサ生命保険株式会社

約款名称等

ＵＲＬ

医療治療保険（無解約払いもどし金型）

http://www2.axa.co.jp/digitalprovision/pdf/0T5028_11.pdf

終身医療保険（無解約返戻金型）

https://www.axa-direct-life.co.jp/pdf/yakkan_ms.pdf

医療保険（定期型）

https://www.axa-direct-life.co.jp/pdf/yakkan_m.pdf

終身医療保険（無解約返戻金型）

https://www.sbilife.co.jp/products/yakkan_pdf/02_Iryou-Mo.pdf

アクサダイレクト生命保険株式会社

SBI生命保険株式会社

無配当無解約払戻金型医療保険(2013)
オリックス生命保険株式会社
無配当引受基準緩和型医療保険(2019)
ジブラルタ生命保険株式会社

https://www.orixlife.co.jp/medical/n_cure/pdf/yakkan_n_cure_20181002.pdf?oKL=14wp
aa1
https://www.orixlife.co.jp/si/cure_support_plus/pdf/yakkan_cu-sp_20191002.pdf?oKL=14wpaa1

医療保険（14）（保険料払込中無解約返戻金型）

http://www.gib-life.co.jp/st/keiyaku/yakkan/pdf/L107_iryo_201804.pdf

総合医療特約

http://www.sumitomolife.co.jp/yakkan/pdf1/t324.pdf

入院保障充実特約

http://www.sumitomolife.co.jp/yakkan/pdf1/t328.pdf

５年ごと利差配当付医療定期保険

http://www.sumitomolife.co.jp/yakkan/pdf1/s109.pdf

５年ごと利差配当付医療終身保険

http://www.sumitomolife.co.jp/yakkan/pdf1/s110.pdf

総合医療保険

https://www.sonylife.co.jp/contractor/policy/new/20190802/date/pdf/a_23.pdf

総合医療保険（無解約返戻金型）18

https://www.sonylife.co.jp/contractor/policy/new/20190802/date/pdf/a_44.pdf

住友生命保険相互会社

ソニー生命保険株式会社

医療保険(2014)
ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社
払込期間中無解約返戻金限定告知医療保険

https://www.himawari-life.co.jp/~/media/himawari/files/yakkan/iryo2014_8902722500.pdf
https://www.himawarilife.co.jp/~/media/himawari/files/yakkan/genteikokuchi_890563-0500.pdf

第一生命保険株式会社

総合医療保険（無解約返還金）(2018)

http://dl-shiori.jp/shiori/no01/1910/01.pdf

大樹生命保険株式会社

総合医療特約016

https://www.taiju-life.co.jp/products/pdf/taiju/yakkan_201910.pdf

無配当入院保険(無解約払戻金型)(002)

https://yakkan.taiyo-seimei.co.jp/guide/item/info/id/154020000/

無配当入院一時金保険（無解約払戻金型）(002)

https://yakkan.taiyo-seimei.co.jp/guide/item/info/id/154020000/

無配当手術保険（無解約払戻金型）(002)

https://yakkan.taiyo-seimei.co.jp/guide/item/info/id/154020000/

無配当終身医療保険(無解約払戻金・Ⅱ型)

https://www.tdf-life.co.jp/kakei_ni_yasashii_iryo_2019/clause/html5.html#page=86

太陽生命保険株式会社

T&Dフィナンシャル生命保険株式会社

医療総合保険（基本保障・無解約返戻金型）
東京海上日動あんしん生命保険株式会社

新医療総合保険（基本保障・無解約返戻金型）
医療保険（引受基準緩和・無解約返戻金型）

日本生命保険相互会社

https://ykn.tmn-anshin.co.jp/affix/yakkan2/medicalkitneo/D7912280%281%29/%81y%8DZ%97%B9%81z%83%81%83f%83B%83J%83%8BKitNEO.pdf
https://ykn.tmn-anshin.co.jp/affix/yakkan2/arukuhoken/D7912220%282%29/%81y%8DZ%97%B9%81z%82%A0%82%E9%82%AD%95%DB%8C%AF.pdf
https://ykn.tmn-anshin.co.jp/affix/yakkan2/medikarukitlove/D7911820%287%29/%81y%8DZ%97%B9%81zD79118207_%8Am%94F%97p.pdf

入院総合保険(有配当2019)

https://www.nissay.co.jp/kojin/shohin/seiho/mirainokatachi/shiori/02.pdf

手術保障特約(2018)

http://download.neofirst.co.jp/webcatalog/yakkan/webyakkan/019A.pdf

手術保障特約（引受基準緩和型）

http://download.neofirst.co.jp/webcatalog/yakkan/webyakkan/004A.pdf

はなさく生命保険株式会社

医療終身保険（無解約返戻金型）

https://www.life8739.co.jp/pdf/product/iryo/iryoshiori_201904.pdf?1569931488

フコクしんらい生命保険株式会社

解約返戻金抑制型医療保険

https://www.fukokushinrai.co.jp/consider/product/general/iryoujizai/

富国生命保険相互会社

移植医療特約(02)

http://web-ic.fukoku-life.co.jp/iportal/cv.do?c=280530000&pg=1&v=FLI00002&pp=R

解約返戻金抑制型入院保険（一時金給付型）

https://www.prudential.co.jp/yakkan/pdf/46_011.pdf

無解約返戻金型入院特約（一時金給付型）

https://www.prudential.co.jp/yakkan/pdf/91_018.pdf

ネオファースト生命保険株式会社

プルデンシャル生命保険株式会社

マニュライフ生命保険株式会社

無配当保険料払込期間中無解約返戻金型終身医療保険(16) https://ssl.manulife.co.jp/servlet/servlet.FileDownload?file=00P1000000xUZ9oEAG
終身手術総合保障特約

https://www.metlife.co.jp/customer/cpl/yakkan/CP_YKK_01.do?yakkanId=64

終身手術総合保障特約（引受基準緩和型）

https://www.metlife.co.jp/customer/cpl/yakkan/CP_YKK_01.do?yakkanId=65

メットライフ生命保険株式会社

終身医療保険2018
楽天生命保険株式会社

医療保険1095（払戻金なし）
限定告知型医療保険2018
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https://www.rakuten-life.co.jp/medical/products/agent/super_medical/?lid=productsall_agent_super_medical
https://www.rakuten-life.co.jp/medical/agent/medical_alpha/?lid=productsall_agent_medical_alpha
https://www.rakuten-life.co.jp/medical/products/agent/super_limited_medical/?lid=productsall_agent_super_limited_medical
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