第 16 回
メインテーマ

公民館カフェ

がん罹患後の家計について
〜民間保険・住宅ローン・医療費控除〜
2018 年 10 月 23 日
18 時 30 分～ 20 時 30 分
中央区月島区民館５号室
開催
がんサバイバーシップ支援部
主催

開会の挨拶

高橋

都

国立がん研究センターがんサバイバーシップ支援部長

みなさん今晩は。
「公民館カフェ」は 16 回目

ただきます。グループが違っても疑問に思うこと

です。本日は「家計」の話です。「公民館カフェ」

は 共 通 し て い た り し ま す か ら、 ご 講 義 の 中 で

「オープンセミナー」に初参加の方はおられます

ちょっと分からないなと思うところを質問してい

か ( 半数挙手 )。けっこういらっしゃいますね。

ただいたり、自分たちのグループではこういうこ

月島区民館でやるのが「公民館カフェ」です。
がんセンターの会議室でやるのが「がんサバイバ
ーシップオープンセミナー」です。そちらはやや

とを話し合いましたということを共有していただ
けたらと思います。
今日はゲストがいらっしゃいます。実は長年の

エビデンス系です。もうひとつ「ご当地カフェ」

私のお友だちなのですが、韓国の国立がんセン

と言い、首都圏以外の病院とサバイバーシップ支

ターから 3 ヵ月、築地のがん研究センターにお

援部が共催をして、全国各地で「公民館カフェ」

いでのキムジョンフン先生です。サバイバーシッ

を出前する企画もあります。北海道から沖縄まで、

プにもとても興味がおありで、韓国でもこのサバ

本当に色々なところでやりました。そのすべての

イバーシップの活動を広めようということで、が

元はこの「公民館カフェ」から始まっています。

ん研究センターで活動されています。「公民館カ

今日は、家計の話をじっくりうかがえるチャン

フェ」に来てくださってありがとうございます。

スです。最初の 50 分ほど「がんと暮らしを考え

それではお待たせしました。本日はまず NPO

る会」の賢見さんと岡本さんにご講義をお願いし、

法人がんと暮らしを考える会理事長で看護師でも

その後、35 分ほどお茶タイムです。そのお茶タ

いらっしゃる賢見先生にお話をいただき、引き続

イムで質問を考えていただいたり、後ほど出るお

き、同会の副理事長でファイナンシャルプラン

題に沿って話し合ったことを代表の方に、本日で

ナーでもある岡本先生からお話をいただきます。

したら 8 グループですから 2、3 分で発表してい

それでは両先生、よろしくお願いいたします。
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がん罹患後の家計について
～お金の困りごとを解決する方法・「がん制度ドック」
を中心に～
賢見

卓也

NPO 法人 がんと暮らしを考える会理事長 / 看護師

幸いと思ってお話します。

はじめに―「がんと暮らしを考える会」とは

私どもの団体は、私が、身近な社労士さんたち
に、在宅で困っている患者さんたちは、こういう

みなさま今晩は、「がんと暮らしを考える会」

ことに困っているのだということを相談して問題

の賢見卓也と申します。私は在宅ホスピスの看護

解決を何とか図ろうとしたところから始まってい

師をしていまして、その場で多くの患者さんの困

ます。そういうところから実際のサバイバーの方

りごとを見てきたという背景を持っています。

や社労士さん、ファイナンシャルプランナーさん、

今回のテーマは「がん罹患後の家計について」

ソーシャルワーカーさんなど色々な方がいらっ

です。罹患前にどういう備えをしたらいいかを語

しゃって話し合いをすることから始めて、誰かの

れるプロの方は何 10 万人とおられると思いま

価値観ではなく、来ている人全員の落としどころ

す。そういうイベントもたくさんあります。しか

を考えるというかたちで進めてきました。

し罹患してからどういうリソースをどのように使

中身としてもよそ見をせずに「お金の問題をど

いきればいいのかという話は、なかなか誰もして

うやって解決できるか」ということに絞って徹底

くれなかったということがあり、われわれの団体

して考えてきました。スライド 1 にあるような

が色々と勉強会をしな

スライド 1

がら深めてきました。
いつもであれば問題

●定期会
2ヶ月1回 各月第３木曜日 19:10～

提起として、こういう

●参加者
社労士、FP、看護師、MSW、サバイバー等

問題がありました、こ
れに対してこういう問
題解決をしていきます
とお話するのですが、
今日はそこは省略させ
ていただき、問題解決
の方法をみなさんにお
持ち帰りいただければ

専門職ががん患者の支援のために学び続ける

●テーマ
・病院の相談事例検討
・図で考えるがん患者さんの就労支援
・診断書の書き方と医師の意見
・東京都福祉保健局より就労調査報告
・自営業のがんと暮らし
・派遣/契約社員のがんと暮らし
・住宅ローンの返済について
・生活保護について学ぶ
・がん患者が入れるがん保険・医療保険
・60～65歳までのがん患者の生活設計
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定期会の場はまだ続けています。ホームページ等

スライド 2

広く浅い患者支援「がん制度ドック」

を見ていただけたらと思いますが、かなりマニ
アックな内容なので、患者さんたちがフラッと来
られるとビックリされて、難しくて分からなかっ
たと言って帰られることが多く、申しわけなく
思っています。ただ、とにかくそういう専門的な
学びの場がなかったので、頑張って続けています。
•

広く浅い患者支援と深い患者支援

•

•

患者さんの支援ということから、「広く浅い患
者支援」ということで「がん制度ドック」という

•

公的な制度、民間の保険を
一括検索できるシステムの運営
目的
自身のリソースの使いそびれを防ぐため
※申請主義のデメリット
目標
利用していない制度の窓口にたどり着く
方法
自宅・病院・役所・保険会社でPC、スマートフォンを活用
代金不要 / 個人情報不要

Web サイトを作りました。病院に行っても公的
な制度は教えてもらえるのですが、民間保険や金

スライド 3

深い患者支援「個別相談事業」

融的な制度の話はなかなか教えてもらえないとい
うことがあります。また使いそびれもあります。
日本の制度そのものが、申請主義で書類を出さな
いと権利を行使できないという問題があり、使い
そびれをどうやって防ごうかということで Web
サイトを作りました。そういうことがないように
ということです（スライド 2）。
それから「深い患者支援」というところでは、
「個
別相談事業」を行っています。ファイナンシャル
プランナーと社労士の 2 人のペアで 2 対 1 の患
者相談を行っています。場所は病院の中です。病
院の中で行うことですから問題解決というよりは
問題解決の方法をお伝えするというところに止っ
てしまうのですが、それでも大きな意味があると
思っています。長いところでは 5 年以上続いて

●場所
・順天堂大学医学部附属浦安病院
・兵庫医科大学病院
・石川県がん安心生活サポートハウス
・埼玉県立がんセンター
・防衛医科大学校病院
・さいたま赤十字病院
・国立国際医療研究センター
・虎の門病院

●相談員 社労士・ＦＰ（関東・関西・北陸 、のべ22名）

いる活動になります（スライド 3）。
なぜファイナンシャルプランナーと社労士がペ

に行くと「資産性が高い制度」が左右の軸にあり

アでやっているのかですが、それぞれの専門職で

ます。制度はこういう分類ができると思います。

得意の分野が違うので、それらを総合して幅広く

病院のメディカルソーシャルワーカーさんの守備

相談に答えていけるようにするためです。

範囲は、公共性の高い部分が大きく、社会保険労

スライド 4 には「疾患の関連性が高い制度」

務士さんは、仕事の関連性が高い制度や障害年金

と「仕事の関連性が高い制度」が上下の軸にあり

に詳しい。がん保険や生命保険については、当然

ます。右側に行くと「公共性が高い制度」、左側

保険担当者は詳しいのですが、そこしか知りませ
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スライド 4

各専門職の役割

ですし、そうではなくても
Web サイトを使って相談
支援センターに行き、こう
いう制度が見つかったのだ
けれどということで相談し
てもらって解決できればい
いです。また病院に社労士
やファイナンシャルプラン
ナーが入っているところで
は、そこを通して社会的苦
痛が解決できればいいなと
思って、私たちのところで
お手伝いをさせていただい
ているというものです。

スライド 5

がん制度ドックを使っ
て実際に調べてみる

がん制度ドック
社会的苦痛で困っているがん患者さん

みなさんは本日、スマホをお持ちでしょうか。
NPO

それではスマホを使ってがん制度ドックを実際に
使ってみましょう。事例としては、スライド 6

ご自身・家族
が
制度を申請

にあるように、43 歳女性でアパレル大手の事務

病院の相談支援センターで
相談して制度を申請

職員の方で、ご主人と息子さんがいらっしゃいま
す。最近、8 月に乳がんと診断され治療を開始さ

病院で
社労士・ＦＰと相談

れています。3 年前に住宅購入をしたのですが仕
NPO

社会的苦痛の解決・軽減へ

事を休んでいて今後の家計が心配だという方で
す。この方ががん制度ドックを使うとします。
グーグルでそのまま「がん制度ドック」と検索

ん。それでは住宅ローンや貯金・預金・不動産は

していただくと出てきます。まず「検索する」を

どうかと言いますと、ここはファイナンシャルプ

選んでいただき、「性別・年齢・がんの部位」に

ランナーの、金融の知識を全般的に知っている人

ついては「女性・40 代・乳がん」としてください。

でなくてはどうにもなりません。そういうことで
2 対 1 の相談会になりました。
スライド 5 は、やや大きな括りになりますが、

「初診日に加入していた年金」は、お勤め中なの
で「厚生年金」。「主治医からの説明」は「頑張っ
て治療をしていきましょう」と入れます。

がん制度ドックというものです。社会的苦痛で

「体調や症状」は「がんと診断される前の約

困っているがん患者さんがこの Web サイトを

50％程度しか仕事や家事ができない体調で仕事

使って自分で制度申請をして解決を図れればいい

は休みがち」ということです。
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スライド 6

事例

スライド 7

43歳女性
アパレル大手の事務職。夫（44歳）、長男（11歳）と3人暮らし。
今年8月に乳がんと診断され、今年9月から手術の後、薬物療法を行い
ました。
薬物療法による負担で倦怠感・脱毛があり仕事を休んでいます。
3年前に夫と二人で住宅を購入し、今後子どもの学費も必要になるなど
お金がかかることを予測していたので、これからの家計負担が心配で
す。
「学資保険の見直しや、
住宅ローンの借り換えなど行った方が良いのでしょうか。」

まずは

PC やスマートフォンを使って調べてください

5分間のワークです
１）ペア作り
2名1組・1台はスマホがあるように
1名は患者役、もう1名は支援者役
※患者役はつらいという方は相談して交代してください
２）インタビューの答え方
（1）今まま ： 性別・年齢・加入している制度など
（2）仮 定 ： 診断名・家族背景・資産の状況
※病気の情報は個人情報保護法で定められた大切な情報です

３)利用できる可能性のある制度
次の図にマルをつけてみましょう

をつかって調べてみよう

「家族の状況」は「配偶者」と「お子さん」が

がん制度ドックを使ってみる①

いらっしゃいます。
「家族の介護休暇・休業の予定」
は「家族は今のところ休む予定はない」。「主治医
からの説明」は「ご本人と家族にちゃんとされて
います」とします。
それから「加入している健康保険」を選んでい
ただいたり、誰が保険に入っているかを選んでい
ただく。「厚生年金」に入っていて、「正社員」で
仕事をしていて、今は治療中で「仕事を休んで」
います。「印刷事業場」や「石綿（アスベスト）
を取り扱う事業場など特別な環境にはいない」と

しなければいけなかったということになると、こ

か、「雇用保険」には「入っています」とか、「今

こを詳しく見るというかたちになります。

後の仕事の展望」では「今は病気で休暇中」で、
「生

これは実際に触っていただくのがいちばんいい

命保険」は「生命保険には加入」していて、一通

と思っていますので、5 分ぐらいでお隣の方とス

りの「特約」は付けています。「生命保険の請求者」

マホで埋めてみてください。ここでのルールとし

は「ご主人が代りに請求する人」として決まって

ては、患者役で聞かれるのは辛い方は、聞く側に

いて、「がん保険」は「安いものに入っていた」

回ってもいいですし、参加せずに 1 人でスマホ

ということです。

でやっていただいても大丈夫です（スライド 7）。

とにかく選択肢を埋めていただく、聞かれたこ

性別や年齢や入っている保険などはそのまま答

とに答えるだけです。「その他に該当する保険」

えていただいた方がいいと思います。診断名は病

では、
「こども保険（学資保険）」にも入っていて、

気によっても変ってくるケースもあるので、いち

心配な「住宅ローン」の方は「ご自身の名義でも

おう仮に「大腸がん」として、家族背景は「配偶

入っている」ということです。

者」と「お子さん」がいらっしゃるというかたち

こういう感じでやると今使えそうな制度が出て

で入れていただくのがいいと思います。

きます。すでに知っていて、使っているものに関

それではがん制度ドックの Web サイトを開い

しては無視してください。まったく知らないもの

ていただき「性別」
「年齢」「大腸がん」、会社に

に関して見ていただく。そういえば医療費控除を

お勤めの方は「厚生年金」、自分で事業を起こさ
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れている方は「国民年 がん制度ドックを使ってみる②

になって収入が減ると、節約できるところは節約

金」、先生からの診断

しても「医療費」が加わると「不足分」が出てき

は、治療中の方は「治

ます。こういう構造で赤字体質の家計になってし

療中」としていただき

まうのです（スライド 9）。

ます。体調は、「質問

年金をもらっていると問題はないかと言うと、

6. 現在の体調や症状」

年金の人はもともと「収入」が少ないので、「医

で、フルタイムで働け

療費」の割合が相対的に大きくなり、これもやは

ない、半分ぐらいしか

り赤字になってしまいます（スライド 10）。

仕事ができないという

そういう傾向があります。ポイントはスライド

ことでしたら、それを

11 にあるように、まずは「傷病手当金」などの

選んでいただく。

使える制度を使っていただく。「医療費」に関し
ては「高額療養費」で上限をカットします。保険

がんの「困り」と「備え」の関連

などに入っていれば「がん保険」などが使えます。
使える制度はこのぐらいになってしまうことは

この Web サイト自体はスライド 8 をもとに

多いのです。今後は足し算ではなく引き算になっ

つくりあげました。どういう図かと言いますと、

てきます。実際には「きまった支出」の部分をど

図の下にある 3 つの備えに対して、どういう制

うやって削減できるかということで、この固定費

度が使えるかということでこの図をつくりまし

である「住宅ローン」
「子どもの学費」
「自動車ロー

た。たくさんのがん患者さんの事例をもとに制度

ン」などをどう下げるかが重要になります。ここ

の洗い出しをした図です。この図を持っているだ

は素人が簡単にできるところではないので金融の

けではまったく意味はないので、これを Web サ

専門家が必要になってきます。そこがうまく下げ

イトに落とし込んだかたち
になります。
見ていただくと分かりま
す が、 体 調 が 悪 く な る に
従って、使える制度は増え
る 傾 向 に あ り ま す。 し た

スライド 8

■がん治療の経過

える制度は意外に少ないか
もしれません。

■困り

治療・経過観察

初期の
治療費が
必要

がん保険
診断一時金

がん保険
入院給付金

なぜお金に困るかと言い
た支出」と「変動する支出」

ると収入は減ります。がん

症状出現

がん保険
通院給付金

終末期

体力低下に
よる退職






就労不能
状態

退職金
医療保険切替
雇用保険
年金保険料免除

永眠

費用不足
の不安

家族への
備えの不安

生命保険：
リビングニーズ特約
日常生活
自立支援事業

障害基礎年金
障害厚生年金
障害者手帳

生命保険：高度障害保険金

高額療養費・限度額適用
所得税：医療費控除

■家族への支援

「可処分所得」に分けられ
ますが、がんなど病気をす

休業中の
収入低下

傷病手当金

■本人への支援

ますと「収入」は「きまっ

完治

がんの
精査・診断

がって、まだ治療中で働け
る、両立できる時には、使

がんの「困り」と「備え」の関連図

■もしもの備え

住宅ローン：
団体信用生命保険
雇用保険：介護休業給付金

公的な備え
公的年金、健康保険
介護保険、雇用保険

民間の備え
生命保険・がん保険
年金保険・住宅ローン

生命保険：
死亡保険金

遺族年金

個人の備え
貯金など

賢見卓也：「リビングニーズ特約」利用からみたがんの諸制度の活用―特に在宅緩和ケアに関して―緩和ケア,23巻,5号,2013年

がん罹患後の家計について～お金の困りごとを解決する方法・「がん制度ドック」を中心に～
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スライド 9

収入低下による影響（サラリーマンの場合）
がん罹患前

スライド 11

収入が低下しても続けられる収支バランス①

がん罹患後

高額
療養費

可処分所得
貯蓄・その他

変動する支出



収入

医療費

住宅ローン
学費
各種保険料
など

医療費

不足分
がん保険

光熱費
食費 など

きまった
支出




不足分

変動する支出

収入

傷病
収入
手当金

きまった支出
住宅ローン
子どもの学費
 自動車ローン
 生命保険
 携帯電話代



きまった
支出

賢見卓也：「がんサバイバーの経済的痛みを支える」、医学の歩み、252巻13号、2015/3/28、医歯薬出版、

スライド 10

年金収入の場合の影響

がん罹患前

スライド 12

収入が低下しても続けられる収支バランス②

がん罹患後

高額
療養費
不足分
可処分所得

医療費

不足分
がん保険

貯蓄・その他

収入

変動する支出



光熱費
食費 など

医療費
変動する支出

収入

きまった
支出

傷病
収入
手当金

賢見卓也：「がんサバイバーの経済的痛みを支える」、医学の歩み、252巻13号、2015/3/28、医歯薬出版、をもとに改編

られればバランスが良くなるので長期的には小さ
な生活を維持できます（スライド 12）。

まとめ

スライド 13

住宅ローン
保険など
きまった
支出

きまった支出
住宅ローン
子どもの学費
 自動車ローン
 生命保険
 携帯電話代



固定費を下げる
金融の専門家の
支援が必要

お金の困りごとについて

●制度を駆使しても、元の収入を維持することは
難しい
●経過が長い場合は固定費の削減が課題となる
●固定費の削減には、金融の専門知識が必要

スライド 13 は「まとめ」です。
制度を駆使しても、なかなか元の収入に戻すこ

●固定費の削減には、家族の合意も必要

とは難しいという結果はすでに出ています。逆に
言うと固定費をどうやって下げるかというところ

以上が私たちが取り組んできて分かったことで

です。そこは金融の専門家の知識が必要で、さら

す。そういうことで、この後に、金融の専門家で

に固定費の削減には、家族の合意も必要だという

あるファイナンシャルプランナーの方にお話をい

ことです。

ただきます。

8
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がん罹患後の家計について
～民間保険・住宅ローン・団体信用生命保険・医療費
控除～
岡本

英夫

NPO 法人 がんと暮らしを考える会副理事長 / ファイナンシャルプランナー

が FP 技能士という資格をつくりまして、今はダ

ファイナンシャルプランナーとは

ブル資格です。
一般的に行っている仕事の基本はライフプラン

ファイナンシャルプランナーの岡本です。「が

ニングです。要するに、たとえば結婚や就職、出

んと暮らしを考える会」で活動しております。今

産、子育て、住宅取得といったライフプラン全体

は埼玉県立がんセンターと順天堂大学医学部附属

を見ています。それから資産運用設計です。たと

浦安病院で、賢見の方から紹介があったように

えば退職金を 1 千万円もらったのだけれどどう

ファイナンシャルプランナーと社会保険労務士と

やって運用したらいいのかといったアドバイスも

ペアを組んで相談業務を行っています（スライド

行っています。また、これは私自身がよく使う言

1）。

葉なのですが、ファミリー・プロテクションとい

本日はその相談業務の中で経験したことから、

うものがあります。家族、家庭を守るということ

こういうところが固定費の削減や家計の維持につ

です。これは保険設計もそうですが、税金、相続

ながるというような話をいくつか紹介したいと思

対策などがあります。

います。
私自身はファイナンシャルプラン
ナーと自称していますが、ファイナン
シャルプランナー（FP）とは何かと

スライド 1

岡本

自己紹介

英夫（おかもと

ひでお）

ファイナンシャルプランナー
特定非営利法人がんと暮らしを考える会

理事

いうところから、始めたいと思います。
ファイナンシャルプランナー資格で
すが、資格自体は 1980 年代にアメ
リカから入ってきた資格です。NPO
法人日本 FP 協会が AFP
（AFFILIATED
F I N A N C I A L P L A N N E R ）、 C F P
（CERTIFIED FINANCIAL
PLANNER）という資格を出していま

2011年9月に看護師の賢見卓也氏
が主宰する「がんと暮らしを考える
会」に講師として招かれたのをきっ
かけに、活動メンバーとなり、2013
年NPO法人化に伴い理事となり、今
日に至る。
現在、埼玉県立がんセンター、順
天堂大学医学部附属浦安病院で、
ファイナンシャルプランナーとし
て、社会保険労務士とともにがん罹
患者およびその家族からの相談に応
じている。

す。同時に 2003 年から厚生労働省
がん罹患後の家計について～民間保険・住宅ローン・団体信用生命保険・医療費控除～
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よくファイナンシャルプランナーは「保険を

う人たちはファイナンシャルプランナーといって

売っている人」ではないかと言われることがあり

も、保険の販売 , 投資信託の販売というようなと

ます。保険を売っているファイナンシャルプラン

ころに業務が偏ります。ここで相談されるのは無

ナーということでは、保険代理店で働いている

料です。それから新聞、雑誌やテレビで活躍する

FP や、自分で代理店を経営をしている FP のほか、

FP もいますが、これらの方々は独立系 FP とい

保険会社の営業員も FP 資格を持っています。今、

うことで、原稿を書いたり、研修講師をしたり、

日本 FP 協会に約 20 万人が FP として登録して

あるいは実際に相談料をもらって相談に応じてい

います。20 万人というのはすごい数だと思うの

ます。

ですが、そのほとんどは、スライド 2 にも書い

がん患者が相談ができる FP はどうやって探す

てある金融機関内 FP です。銀行員、証券会社、

かですが、FP にも専門分野があり、たとえば保

保険会社などに勤める人たちで、社内で勉強して

険は得意だけれど税金の方は詳しくないという方

FP 資格を取って業務に役立てています。こうい

もいます。包括的に対応できる FP というのはそ
う多くはありません。がんに罹患したということ

スライド 2

ファイナンシャルプランナー（FP）とは

Q.どんな資格？
ＮＰＯ法人日本ＦＰ協会の民間資格、厚生労働省のＦＰ
技能士とのダブル資格

がんになる前の備えなら得意なのですが、がんに

Q.一般的に行っている仕事は？
ライフプランニング、資産運用設計、ファミリー・プロテク
ション（保険、税金、相続）

談は非常に難しくなります。そういうこともあり、

Q.保険を売っている仕事では？
保険代理店ＦＰ（販売報酬）、金融機関内ＦＰ（無料）、独
立系ＦＰ（相談料等）

を模索中です。がん患者のファイナンシャルプラ

Q.がん患者が相談ができるＦＰはどうやって探せばいい？
ＦＰにも専門分野があり、包括的な相談に対応できるＦＰ
は少数

バーする分野は幅広いのですが、現在の家計の困

Q.がん患者が対象で、どういう相談に対応しているの？

制度の紹介、そして支出の見直しという相談にな

スライド 3

罹患後の相談に応じる FP を私どもで育てる活動
ンナーへの相談内容がスライド 3 です。FP がカ
りごとということであれば、家計診断、社会保障
ります。
家計以外の困りごととし

利用できる制度の洗い出し

社会保障制度

ては就労支援などの就労の

利用できる資産の洗い出し

預貯金、保険、不動産

問 題 が か な り 多 い で す。

戻ってくる予算の把握

税還付（医療費控除）

無駄な支出の洗い出し

40 代、50 代 の 女 性 の 相

交際費、通信費、税金等

談が多いのですが、子ども

支出
固定費の見直し
仕事

就労継続・事業承継
子どもの教育資金

備え方

老後の生活資金
今後の病気の資金
相続の仕方
残された家族の生活

家族・遺族へ
一人暮らし・終活
適切な遺言・信託活用

Ⅱ

罹った後からでは、備える話はできないので、相

がん患者さんの FP 相談の体系

収入

10

で FP に相談しようと思っても、一般的に FP は

住宅ローン、保険料等のやりくり
給所得者、自営業

の教育費や家計という問題

こども保険、奨学金、教育ローン、進路

が多いので、そこへの備え

がんの治療費が、老後生活資金作りを圧迫

方、また医療費との兼ね合

本人の備え方、家族の保険の見直し

いということになります。

相続・相続税・納税資金対策

その他には、家族や遺族へ

遺族年金、生命保険、生前贈与

ということで、相続や残さ

介護、成年後見、エンディングノート

れた家族の生活という相談

本人の意向を実現

があります。
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相談日の前日に、明日の相談予約は何件でこう

がん保険は、アメリカンファミリーライフア

いう相談ですということは連絡があるのですが、

シュアランスカンパニーオブコロンバス（現、ア

実際には話を聞いてみないと分かりません。話は

フラック生命保険株式会社）の日本支店が 1974

どんどん広がります。前もって知りたいと思って

年から販売を開始しましたが、ほとんどの会社で

いた部分とまた違う部分が聞きたいということが

売るようになったのは 2001 年からです。
この優先順位で、多くの方は 3 番目（民間医

あります。

療保険・医療特約、がん保険）から考えるのです

制度活用の優先順位

が、まず 1 番の健康保険制度（健康保険証）を
検討し、そこから順に 3 に移っていくというの

「病気になった時に頼れる順番は？」という制

が本来のかたちです。

度活用の優先順位ですが、まずは健康保険制度（健
康保険証）です。健康保険制度からは高額療養費

生命保険とがん保険について

制度や傷病手当金などの支給があり、これが基本
になります。

私が病院で相談を始めた最初の相談がスライド

2 番目が貯蓄や本人・家族の収入です。何かあっ

5 です。がんに罹患して医療費が家計を圧迫、月々

た時に今いくら用意できるのかということです。

数万円の生命保険の保険料の支払いが苦しくなっ

FP の仕事のひとつにキャッシュフロー分析があ

たというものでした。

ります。現在の収入と手元の資金をもとに将来の

昔は保険外交員が集金に来ていたのですが、今

収支を見通すのですが、実際にがんに罹患してし

は口座振替ですから契約者の保険料は預金口座か

まうとお金はどんどん出ていってしまいます。そ

ら毎月のように落ちていきます。預金残高がなく

の時は、今、いくら貯金があるかということが非

なれば払込期日の翌月末日までが猶予期間となり

常に重要です。

ます。しかし、生命保険のうち終身保険や養老保

3 番目はやはり保険です。生命保険、損害保険、

険には積み立て部分があります。その場合、解約

そして第 3 の分野の保険ということで医療保険

すると解約返戻金が返ってきます。その範囲内で

があります。その医療保険も普通の保険に付いて

保険会社は保険料を自動的に立て替えます。これ

いる医療特約と単体の医療保険、がん保険があり

が自動貸付制度です。それもできなくなれば契約

ます。それらの保険で何に備えてきたのか、いく

は失効し、保障はなくなります。

ら受け取れるかということです（スライド 4）。

保険料が払えない場合のアドバイスポイントは
スライド 5 の下の 2 つです。まずは払済み保険

スライド 4

病気になったとき頼れる順番は？

１． 健康保険制度（健康保険証）
わが国は「国民皆保険」→原則３割負担
高額療養費制度 傷病手当金

へ変更です。保険料の払い込みを中止して、解約
返戻金をもとに保険期間を変えないで一時払いの
養老保険もしくは元の契約と同じ種類の保険に契
約変更します。保険金は元の契約より小さくなり、
特約は消滅しますが、保障は続きます。

２． 貯蓄や家族の収入
いざというときの備え、
いま、いくらあるか

もうひとつが、延長定期保険への変更です。こ

３． 民間医療保険・医療特約、がん保険
何に備えてきたのか、いくら受け取れるか

ちらは保険金額を変えません。1 千万円の保険で
すと 1 千万円の保障は変えないで、保険料の払

がん罹患後の家計について～民間保険・住宅ローン・団体信用生命保険・医療費控除～
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スライド 5

保険料の支払いが苦しくなった

猶予期間（月払い）⋯払込期日の翌月末日まで→失効（3年以内なら
復活も）
自動貸付制度→解約返戻金の範囲内で保険料を自動的に立て替え
（利息が発生）

いです。多い質問は、がんに罹患されてから「入っ
ておけばよかった。これから入れる保険はないか」
というものです。あるいは入っていたのですが「こ
れが出ない」「あれが出ない」という給付に関す

払済み保険へ変更→保険料の払い込みを中止して、解約返戻金をも
とに保険期間を変えないで一時払いの養老保険もしくは元の契約と
同じ種類の保険に契約変更する。保険金は元の契約より小さくなり、
特約は消滅する

るものが多いです。また、入ったのははるか昔で、

延長定期保険に変更→保険料の払い込みを中止して、解約返戻金
をもとに、保険金額を変えないで、死亡・高度障害になったときのみ
保険金が支払われる一時払い定期保険に切り替える。通常は保険
期間が短くなる

方もいます。保険証書を持って来ていつ請求した

このほか、保険金額の減額、解約、契約者貸付などがある

当時、説明は聞いたのですがよく分らないという
らいいのですかというような質問も多いです。
スライド 7 は医療保険とがん保険の違いです。
保障の開始は、がん保険は契約してから 90 日経

い込みを中止して、解約返戻金をもとに一時払い

過後です。医療保険は、基本的には契約成立後で

の定期保険に加入します。保険期間は短くなりま

すから、申し込んで審査をして告知を受けて第 1

すが何年か続きます。

回目の保険料を払い込んだ時から契約は成立しま

50 代、60 代ぐらいの方の多くが加入されて

す。給付金の種類は、がん保険は、がん診断給付

いるのが定期保険特約付き終身保険です。まだ保

金、がん入院給付金、がん手術給付金、がん通院

険料を払わなければいけない場合は、払済み保険

給付金などです。医療保険では入院給付金、手術

に変更します。終身保険というのは一生涯の保険

給付金、通院給付金などです。入院給付金の支払

です。定期保険特約というのは、たとえば 10 年

限度額は、がん保険は無制限ですが、医療保険は

更新というようなもので、40 歳で入ったとする
と 10 年ごとに更新していき 60 まで続くといっ
たものです。こちらの保険料は掛け捨てです。終
身保険には積立部分ありますので、変更時点の解
約返戻金を一時払いにして同じサイズの終身保険
に加入します。保険金額は小さくなりますが、保
障は続きます。
終身保険というのは葬式代のようなかたちで売

スライド 6

払済み保険

定期付終身保険を
払済み保険にすると

定期保険
特約

保険金額は小さくな
るが、解約返戻金は
徐々に増えていく
特約は消滅

終身保険
医療特約
変更時点の解約
返戻金を一時払
い保険料に

られることが多く 200 ～ 500 万円ぐらいの契約

保険料を支払
わず終身保障
を確保できる

が中心ですが、解約返戻金で新しい一時払いの終
身保険に加入します。そのままにしていても予定
利率でずっと運用してくれるので解約返戻金は増
えていきます。これで保険料を支払わず終身保障
を確保できるということになります（スライド
6）。
こういう制度があるということを知っていただ
いた上で、保険会社に問い合わせていただければ、
対応策がとれるはずです。
がん保険・医療保険については非常に質問が多
12
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スライド 7

がん保険・医療保険
がん保険

医療保険

保障の開始

契約してから９０日経過後

契約成立後

給付金の種類

がん診断給付金 がん入院
給付金、がん手術給付金、
がん通院給付金など

入院給付金、手術給付金
通院給付金など

入院給付金の
支払限度

無制限

１入院（６０日、１２０日など）
通算（１０９５日、７３０日など

民間保険会社の単体商品・特約のほか、都道府県民共済の総
合保障型や入院保障型に「新がん特約」をプラス、あるいはＣＯ
－ＯＰ共済の「たすけあい」「あいぷらす」、全労済の基本商品
に「がん保障プラス」をセットしての共済商品で備える方法もあ
る。比較的保険料（掛金）が安く、加入も簡単。
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1 入院で 60 日とか 120 日など、あるいは通算

診断給付金は 100 万円で、入院給付金、手術給

して 1,095 日とか 730 日などの縛りがあります。

付金、通院給付金とありますが、この通院給付金

先日も相談があったのですが、今年の 1 月に

は、手術の入院が前提になり、それが終わってか

具合が悪いなと思っていたら定期健康診断で引っ

らの通院は出ますが、そうではないと出ないとい

掛かり、会社が団体契約している保険は、告知内

うものでした。この保険にはがん高度先進医療給

容が緩いのでそういう保険に入ったのですが、そ

付金があり、死亡保険金も死亡払戻金も付いてい

の契約の成立したのが 7 月で、がんと診断され

ますが、今は死亡保険金などはなくて掛け捨ての

たのが 8 月で、90 日の免責期間がありますから

ような状態です。2018 年のものは、診断給付金

支払われなかったというケースでした。

は 100 万円で、入院給付金は 1 日 1 万円で、そ

それから民間保険会社の単体商品・特約のほか、

の 100 倍が診断給付金という設定です。手術給

都道府県民共済の総合保障型や入院保障型に「新

付金は昔のものと同じですが、通院給付金は 1

がん特約」をプラスするのも 2,000 円や 3,000

日 1 万円で、1 日目から出ます。今は通院治療

円で準備できて比較的入りやすいです。あるいは

が常識になっているような状況ですから、新しい

CO-OP 共済や全労済の商品もあります。そうい

タイプの保険は通院がポイントになります。放射

うもので用意をされている方も多いです。とくに

線治療給付金、抗がん剤治療給付金があります。

女性や主婦の方はたとえば CO-OP 共済などが多

抗がん剤治療給付金の中では乳がんと前立腺がん

く、これがあるのとないのとでは結果論的には大

は少し給付金が低くなっています。

きく異なってきます。

がん先進医療給付金は計 2,000 万円まで出ま

またがん保険は保障内容がどんどん進化してい

す。保険料は、月々 100 円以下ですみます。こ

ます。30 年前の平成元年に入ったがん保険では

れにこだわっている人は多いです。いざという時

付いていなかった保障が今はあります。スライド

のためには付けておいた方が良いことはまちがい

8 はある会社の 10 年前の 2007 年と今の 2018

ないのですが、しかしどれだけの人がこの治療の

年の保険を較べたものです。2007 年ではがんの

適用になるかということはあります。がんになれ
ば先進医療を受けるもの

スライド 8

だという勘違いをされて

進歩するがん保険（A 社の例）

• がん保険D(2018年）

• がん保険A（2007年）
100万円

がん

診断給付金 上 皮 内 新 生 物 10万円

診断給付金

がん

１００万円

上皮内新生物

１０万円

入院給付金

1日1万円

入院給付金

1日1万円

手術給付金

1回20万円

手術治療給付金

１回20万円

通院給付金

1日1万円

通院給付金

1日１万円

特定治療通院給付金

1日1万円

放射線治療給付金

1回20万円

がん高度先進医療給付金

6～140万円

死亡保険金

10万円

抗がん剤治療給付金
（乳がん・前立腺がん）

1月10万円
1月5万円

がん先進医療給付金

計2000万円

がん先進医療一時金

年1回15万円

特定診断給付金
（上皮内新生物）

1月100万円
10万円

死亡払戻金

10万円

診断給付年金

2年目から4
年間50万円
40 歳男性で月額4,310円 →

（診断給付金複数回支払特約を付加する場合は＋710円）

いる方は非常に多いと思
います。特定診断給付金
は、1 ヵ 月 100 万 円 と
いうことで、1 回です。
今もがん保険はどんど
ん進歩しています。古い
タイプのがん保険であれ
ば、自分の契約している
保険はどういうもので、
いつ入ったものかという
ことは確認しておいた方
がいいと思います。
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スライド 9

済期間を延長し、返済額を

がんでも入れる医療保険はあるの？（引受基準緩和型と無選択型）

減 額 す る と か、 ス ラ イ ド

引受基準緩和型医療保険

無選択型医療保険

引受基準

一般の保険に比べ低め

原則、誰でも契約可

10 に挙げたようなことが

告知項目

３～4項目程度

なし

ありますが、この場合、留

保障の
制度等

・契約から1年経過までは
保障額が半分になる

・契約前からの病気の悪化や再発
での入院・手術は保障されない
・90日間は保障がはじまらない免責
期間が設けられている
・高額の保障はつけられない（入院
保障で日額3000円など

意点にあるように金融機関

保険料

一般の保険に比べて高い
（約１．６～2倍）

引受基準緩和型よりさらに割高

に相談するしかないという
こ と で す。 と こ ろ が 住 宅
ローンを借りている金融機
関の敷居が高く、なかなか
相談しません。1 回でも延

注）一般の保険に申し込んでみてダメだったら引受基準緩和型を利用する
自家保険で対応する。100万円～300万円を口座に入れ「医療保険」と書く。

滞してから行くと対応が変
わってきます。返済が厳し

「がんでも入れる医療保険、がん保険はある

いと思ったら早めに銀行に相談することです

の？」という質問ですが、入れる保険はあります

これも多い相談ですが、「妻ががんに罹患し退

が、様々な条件が付きます。引受基準緩和型医療

職。夫の収入だけでは返済できない」というもの

保険や無選択型医療保険と言われるものですが、

です。奥さんはパートタイマーなどをして共働き

一 般 の 保 険 と 較 べ て 保 険 料 が 高 い で す。 通 常

で 2 人で住宅ローンを返しているケースは少な

4,000 ～ 5,000 円ぐらいでは入れるのが、1.5

くありません。この場合もやはり銀行に相談する

倍ぐらいで 7,000 円とか 1 万円となります。そ

しかありません。

こでスライド 9 の下にも書いてありますが、「一

男性の場合は 60 歳前半のがん患者さんからの

般の保険に申し込んでダメだったら引受基準緩和

相談が多いのですが、その場合、ご自身の住宅ロー

型を利用する。」という対応でいいのではないか

ンが 70 歳とか 75 歳まで残っている、どうした

と思います。

らよいかという相談もよくあります。
また、家を買おうとして一生懸命に物件を探し

住宅ローンと団体信用
生命保険について
住宅ローンに関する相談
で多いのは、「がんに罹患
して収入が減り住宅ローン
の返済が苦しい、どうした
らいいですか」というもの
です。対応策としては住宅
ローンの条件変更です。一
定期間、返済額を減額する
とか、一定期間の返済を利
息のみとする。あるいは返
14
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スライド 10

住宅ローン相談事例

相談事例

対応策

留意点

がんに罹患して収入
が減り住宅ローンの
返済が苦しい（仕事
を続けたいという相
談の裏に住宅ロー
ン）

住宅ローンの条件変更
①一定期間、返済額を減額する
②一定期間の返済を利息のみとする
③返済期間を延長し、返済額を減額する
④ボーナス時返済を月々の返済に組み
替える

金融機関の住宅
ローン相談セン
ターなどに相談
（①~③は個人信
用情報に登録、

妻ががんに罹患し退
職。夫の収入だけで
は返済できない

①上記の条件変更をおこなう
②夫と妻の連帯債務を夫単独とするよう
に借り換えをおこなう

妻は復職できる
のか？

60歳前半でがんに。
70歳まで住宅ローン
が残っている

①金利の引き下げ交渉。借り換えの検討 子が肩代わりで
きないか？
②退職金等が残っていれば繰り上げ返
済し、残金を夫婦の年金で返済

家を買おうとした矢先 ①完治から3年経たないと団信加入は不
にがんに罹患。住宅 可（民間住宅ローンは団信加入が条件）
ローンは組めるか
③家族とローンを組む。会社の融資等

回復後にワイド
団信を検討。生
命保険金を担保
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スライド 11

生命保険は死亡と高度障害

団体信用生命保険の種類と保障内容

団体信用生命保険は、住宅ローンの返済中に、ローン契約者が死亡または
高度障害になった場合、本人に代わって生命保険会社が、その時点の住宅
ローン残高に相当する保険金を債権者に支払い、ローンが完済となる制度。
団体信用
生命保険

三大疾病保証付
団信

７大疾病保証付
団信

ワイド団信

保険料の別途
支払いは不要

住宅ローン金利
に０．３％程度上
乗せ

年齢・ローン残高・ 住宅ローン金利
借入内容で別途
に０．３％程度上
保険料
乗せ

死亡・高度障害

死亡・高度障害
がん・脳卒中・急
性心筋梗塞

死亡・高度障害・
三大疾病・高血圧
性疾患。糖尿病・
慢性腎不全・
肝硬変

に対応したものです。10
年くらい前から三大疾病付
団信とか七大疾病付団信、
八大疾病付団信ができまし
た。住宅ローン金利に少し

死亡・高度障害

上乗せするようなかたちで
加入するのですが、この場
合はがんに罹ると住宅ロー
ン が 完 済 さ れ ま す。 住 宅
ローンの団信は、住宅ロー
ンを借りた時点で付けま
す。したがって途中から三

スライド 12

団信における高度障害とは

１． 両目の視力を全く永久に失ったもの

大疾病とか七大疾病は付けられません。付けよう
とするなら借り換えるしかありません。今のロー
ンを別のローンに組み換えて、そちらで新しいタ

視野狭窄、眼瞼下垂が該当しない
２． 言語またはそしゃくの機能を永久に失ったもの
声帯全部摘出は該当
３． 中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
４． 胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
いわゆる寝たきり状態
５． 両上肢とも、手関節以上で失ったか、またはその用を全く永久に失ったもの
６． 両下肢とも足関節以上で失ったか、またはその用を全く永久に失ったもの
７． １上肢を手関節以上で失い、かつ、１下肢を足関節以上で失ったかまたは
その用を全く永久に失ったもの
８． １上肢の用を全く永久に失い、かつ、１下肢を足関節以上で失ったもの

イプの団信に加入するのです。
団信における高度障害とはどういうものかです
が、生命保険と一緒なのですが、スライド 12 の
ようになっています。「2. 言語またはそしゃくの
機能を永久に失ったもの」は高度障害に該当し住
宅ローンは返済されます。がんで声帯を切除した
場合ですね。

ていて買おうと思った時に病気が発覚して住宅

いずれの場合も、原則的には銀行に相談してく

ローンが組めなくなって、何とかローンを借りら

ださい。銀行は住宅ローンの返済が滞っても損を

れないかという相談もありました。表に書いてあ

するようになっていません。スライド 13 に「銀

るように完治から 3 年経たないと団体信用生命

行の住宅ローン債権は保全されている」と書いて

保険には入れません。ただ、生命保険があってそ

あります。要するに買った物件には担保権が設定

れが担保になるとか、保証人を立てられるという

されていますので、債権は保全されているという

ことですと違ってきます。

ことです。

普通の住宅ローンですと団体信用生命保険が付

また住宅ローン対象者は返済能力（所得要件）

いています。これはスライド 11 に書いてあるよ

と団体信用生命保険（団信）の審査をパスしてい

うに「団体信用生命保険は、住宅ローンの返済中

るということです。がんに罹る前の審査をパスし

に、ローン契約者が死亡または高度障害になった

ているということは、返せる経済状態であったこ

場合、本人に代わって生命保険会社が、その時点

とは確かなのです。

の住宅ローン残高に相当する保険金を債権者に支

全国保証株式会社というのはどういうところか

払い、ローンが完済となる制度」です。団体信用

は、ホームページなどで見ていただきたいのです
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スライド 13 返
 済に困ったときは銀行に相談（銀行の住宅
ローン債権は保全されている）

• 融資対象物件に担保権を設定
• 住宅ローン対象者は返済能力（所得要件）と団
体信用生命保険（団信）の審査をパスしている
• 系列や独立した信用保証会社（例：全国保証株
式会社）の保証を条件に融資しているため返済
が一定期間滞ったときには代位弁済が受けられ
る。
• 銀行は、不良債権化を防ぎたい（返済期間の延
長、利息のみ返済期間の設定、等）

ます。普通のサラリーマンは数 10 万円ぐらいし
か所得税を払っていません。少し豊かな人で 50
～ 60 万円ですが、その払った税金が返ってくる
ということです。医療費控除の申告は確定申告で
行いますが、今年かかったものは来年の 1 月 1
日以降に申告することができます。
確定申告自体は 2 月 16 日から 3 月 15 日まで
で、その時期にする人が多いのですが、還付のた
めの申告書を提出できる日は翌年 1 月 1 日から

が、系列や独立した全国保証株式会社のような信

5 年間です。これは覚えておいてください。去年

用保証会社の保証を条件に融資しているため返済

も医療費控除が受けられたということが今年分

が一定期間滞った時には代位弁済が受けられま

かったという場合は、すぐにでも申告できます。

す。住宅ローンの返済は今度は信用保証会社に対

医療費控除だけではなく所得控除全体がそうなの

して行わなければいけなくなります。

ですが 5 年前に遡って還付申告を行うことが可

そういうことから銀行の住宅ローン債権は保全

能なのです（スライド 14）。

されているのですが、さらに銀行は不良債権化を

それから医療費控除の対象となるものとならな

防ぎたいので、きちんと相談すれば相談に乗って

いものとがあります。スライド 15 にあるように

くれます。そういうことですから恐がらずに相談

「治療・検査」のところにある「医師に支払った

してください。

診療費、治療費」は当然、控除対象です。その下
に「…乳がんの治療に伴い乳房を失った患者に対

医療費控除について

して行う乳房再建手術にかかる費用」とあります。
これも医療費控除の対象です。

がんに罹りますとお金はどんどん出ていきま
す。医療費控除では、ご
本人はもちろん、配偶者
や子どもの医療費も一緒
に総合して控除してもら
えます。総所得額の 5％
ということもあるのです
が、基本的には実質負担
額が 10 万円を超えると
受けられる所得控除だと
思ってください。控除限
度 額 は 200 万 円 で す。
払った所得税が 200 万
円 で し た ら 200 万 円
戻ってくる可能性があり
16
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スライド 14

医療費控除の対象とならないものの最後に書か

医療費控除で税金を取り戻す

医療費控除とは、納税者自身やその配偶者、子供のために医
療費を支払った場合、実質負担額が10万円を超えると受けられ
る所得控除である（控除限度額200万円）。
家族内でもっとも税率の高い人が申告するのがポイント。
医療費控除の計算式
10万円
保険金など
1年間に
支払った － で補てんさ ―
総所得 ×５％
れた金額
医療費
金額等

いず
医療費控除額
れか
＝ （最高200万円）
低い
金額

還付申告は、還付のための申告書を提出できる日（翌年1月1日）か
ら5年間の期間内に行なうことができる。平成30年12月31日までは平
成25年分までさかのぼって還付申告が可能である。
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スライド 15

険等からの給付金」という

医療費控除の対象

医療費控除の対象となるもの
治
療
・
検
査

医療費控除の対象とならないもの

・医師に支払った診療費、治療費
・治療のためのマッサージ、はり、おきゅう、柔
・医師等に支払う謝礼金
道整復の費用
・ホクロをとるなどの美容整形費用
・重大な異常が見つかり、治療を受けることに
・予防注射の費用
なった場合の人間ドックの費用
・CAL組織増大術のうち、乳がんの治療に伴い乳
房を失った患者に対し行う乳房再建手術にかか
る費用

医
薬
品

・医師の処方せんにより薬局で購入した 医薬品
・疲労回復、健康増進、病気予防などのために
・病気やケガの治療のために、医者に行かず、薬
購入した医薬品（ビタミン剤など）や漢方薬
局で購入した医薬品

通
院
入
院

・通院や入院のための交通費
・通院のための自家用車のガソリン代
・電車やバスでの移動が困難なため乗ったタク
・出産のため実家に帰る交通費
シー代
・自己の都合で希望する特別室の差額ベット料
・訪問看護や付添人などに療養上の世話を受ける
金など
ために支払った費用

そ
の
他

・寝たきり老人の紙おむつ代
（医師の証明書が必要）
・温泉利用型健康増進施設(クアハウス)
の利用料金（医師の証明書が必要）
・一定の介護サービス

・通常のメガネ・コンタクトレンズの購入費用
・老齢者の使用する補聴器の購入費用
・医療用ウイッグ（美容目的︖）

ことで、入院給付金や手術
給付金は差し引きますが、
そこに「差引計算はその補
償の対象となる医療費ごと
に行い、医療費を上回る場
合も他の医療費からは差し
引かない」とあります。ど
ういうことかと言うと、入
院して 10 万円かかり、が
ん保険から 15 万円が給付
さ れ た と い う 時 に は、 か
かった費用が限度ですから
10 万円から 10 万円を引
き 0 に な り ま す。5 万 円

が余りますが、その 5 万円をまた別の医療費か
スライド 16

医療費からマイナスするものしないもの

マイナスするもの
社 会 保 険 等 か 療養費、移送費
らの給付金
出産育児一時金

マイナスしなくてよいもの
傷病手当金
出産手当金等

家族療養費、家族移送費
傷病保険金
所得補償保険に基づく保険金

入院給付金等

※がん保険のがん診断給付金（医

（差引計算はその補填の対象となる

療費の補てんではないもの。これ

医療費ごとに行い、医療費を上回る

を差し引いて、医療費控除の申告

場合も他の医療費からは差し引かな

を行っていない人が多い。疑問に

い）

や入院給付金、通院給付金というのは、補填の対
象となる医療費ごとに引くということです。たと
えば入院費が 10 万円で、15 万円もらって 5 万

高額療養費等

生命保険・損害 傷害費用保険金
保 険 等 か ら の 医療保険金
給付金

ら引かなくてもいいということです。手術給付金

思ったら税務署に問い合わせる）

(注) 医療費控除は、年末調整では適用できない。サラリーマンでも確定申告が必要である。

円が残ってしまった。その残った 5 万円を子ど
もの歯の治療費から引かなくてもいいということ
です。
「マイナスしなくてもよいもの」のところに「が
ん保険のがん診断給付金」とあります。要するに
がん診断給付金は医療費の補填ではなく、かかっ

れている「医療用ウイッグ」は微妙です。原則的

た医療費から引かなくてもいいのです。これを差

には対象外ですが、金額や使い方にもよるようで

し引いてしまって医療費の申告を行ってない人が

す。分からない場合は必ず税務署に尋ねてくださ

多いのです。この部分はいくつかの税務署に問い

い。

合せましたが、同じ答えでした。もし疑問に思っ

スライド 16 は医療費からマイナスするものと

たら問い合わせて確かめてみてください。

しないものです。覚えておいていただきたいのは、
かかった医療費から保険で補填された金額を引い

おわりに―まとめ

て残額が 10 万円を超えたら医療費控除の対象と
なるということです。社会保険等からの給付金と

それでは最後のスライド 17「まとめとして」

して療養費とか家族療養費、高額療養費等があれ

です。まず「がんに罹患すると、お金はどんどん

ばこれは引きます。それから「生命保険・損害保

出ていく」ということです。また「相談するには

がん罹患後の家計について～民間保険・住宅ローン・団体信用生命保険・医療費控除～
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スライド 17

まとめとして

• がんに罹患すると、お金はどんどん出
ていく、時間もどんどん過ぎていく
• 治療や仕事の合間に、お金について相
談するには病院内がベター
• 社会保険労務士とＦＰとの連携で幅広
い相談ニーズに対応できる
• 患者さんとその家族が同席することで
問題解決への理解が深まる

それから「患者さんとその家族が同席すること
で問題解決への理解が深まる」ということです。
夫婦や親子で相談室に来られるのですが、自宅で
は、なかなか話し合うことができないようです。
何か言い始めたらお父さんが「黙れ」とか「そん
なことは分かっている」とか言い出して、実際に
はなかなか具体的な話にならないのが実情です。
「だからここに連れてきました。お話してくださ

病院内がベター」です。「社会保険労務士と FP
との連携で幅広い相談ニーズに対応できる」とい

い」と言われたこともあります。
以上で終わります。ありがとうございました。

うことです。

18
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◇ カフェタイム・グループ発表とまとめ ◇

お金に関して、どこで相談していますか？
家族のお立場では、どんなお金の不安がありましたか？
治療中、家計について家族で話し合うことはできましたか？

■ 高橋

みなさまいかがで

ご講演への質問も大歓迎！

したか。すでにご存じだった

本日のお題

こと、ご存じなかったことな
ど色々あったのではないで
しょうか。きっと頭の上の方
にたくさんの「？」が浮かん
でいるのではないでしょうか。

お金に関して、どこで相談していますか？
家族のお立場では、どんなお金の不安がありましたか？
治療中、家計について家族で話し合うことはできましたか？

「がんに強いファイナンシャルプランナーさん
にはどこに行けば会えるのだろうか？」「順天堂
大学附属浦安病院まで行かなくてはいけないの
か？」など色々思われたかもしれません。

です。
30 分経ちましたらお声を掛けますので、それ

これから 30 分ほどグループワークをしていた

ぞれのグループで 2、3 分ずつ、自分たちのグルー

だきます。ご講演への質問をまとめてくださって

プで、話し合った内容を発表していただき、私は

もけっこうです。先生方のお話にもありましたが、

ホワイトボードでまとめていきます。たくさんの

家計に関する話なのですがお金の話を家庭でする

グループから似たようなご質問が出るかもしれま

のがけっこう難しかったり、気を遣ったりするこ

せん。それではお茶を飲みながらお話をお始めく

とはありませんか。

ださい。

スライド 1 にある 3 つの「お題」は、賢見先
生が出してくれたものです。「お金に関して、ど

カフェタイム・まとめ

こで相談していますか？」
「家族のお立場では、
どんなお金の不安がありましたか？」「治療中、

■ 高橋

家計について家族で話し合うことはできました

りたいと思います。ご質問もあると思いますので

か？」ということで、どのへんが難しかったです

だいたい 2 分ほどでまとめていただけますか。

か、どうされましたかということです。いちおう

では 1 番グループさんからお願いします。

それでは、そろそろ発表タイムにまい

こういうお題は立てましたが、お 2 人のご講演
に関するご質問をまとめてくださってもけっこう

制度の日進月歩を実感

お金に関して、どこで相談していますか？家族のお立場では、どんなお金の不安がありましたか？治療中、家計について家族で話し合うことはできましたか？
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なども引かなくてもいいものかどうか教えてくだ
＜グループ発表 1 番＞

さい。

私たちのグループでは、今、治療で通院されて
いる患者さん、患者ご家族、医療の立場の方など
で話をしました。患者さんの実感としては保険適

医療費控除の対象：医療費から
引けるもの・引けないもの

用になっている薬がどんどん増えているというこ
とでそれは非常にありがたいということです。昔

■ 高橋

は外来では高額療養費制度が使えなかったり、生

えをお願いします。

ありがとうございます。それではお答

命保険も使えない時代があったりしましたが、今
や日進月歩で進んでいるという印象を持たれてい

■ 岡本

るということでした。

されることで出る一時金です

それからジェネリックを使うかどうかでも、

がんという診断を

が、これは引かなくてもいい

ジェネリックなら半額ぐらいになるので、悩んで

です。しかし通院や手術の一

しまうけれども、お金も大事なので甘んじて使っ

時金は、実際にそれにかかっ

ていますというお話がありました。

た費用から引いてください。

また子どもの立場としては、親ががんになった

かかった費用までが限度です。

という場合、お金は大丈夫なのかと思って親に聞
くと「全然大丈夫よ、心配ない」という答えしか

―診断されたら 100 万円出ましたというところ

返ってこず、本当に大丈夫なのかとちょっとモヤ

は引かなくてもよくて、50 万円で手術を受けま

モヤした気持ちが残ってしまうことがあるという

した。手術のお金が 80 万円おりましたといった

話が出ました。高額療養費制度があって、これ以

ら 50 万円を引くということですね。

上はかからないということが本当に分かれば、支
える立場の子どもとしても、家族として安心でき

■ 岡本

るという意見が出ました。

めの給付金という位置づけになりますからそうな

私の方から 1 つ質問させていただきます。医

そうです。手術治療給付金は手術のた

ります。がん診断給付金は、がんと診断されたこ

療費控除の部分で、マイナスするものとしないも

とによる給付金で治療給付金ではないですから、

のという話の中で、がん保険の診断給付金は引か

治療費から引く必要はありません。

なくてもいいということでしたが、それは診断給
付金だけなのか、通院一時金とか、手術の一時金

―なるほど。
■ 岡本

逆に言えばがんの診断給付金を治療に

使ったら、税務署によっては引いてくださいと言
われるかもしれません。
■ 高橋

ありがとうございました。もう 1 人ご

質問ですね。
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■ 参加者 A

ウイッグの話なのですがまったく

相談室もありますし、看護師さんの方から「不安

だめなのでしょうか。ツルッ禿げになるわけです

があるなら相談室に寄っていったらどうですか」

が、その方に使うウイッグでもだめなのですか。

というぐらいに、だんだんと患者さんに配慮する
体制ができてきています。

■ 岡本

なんとも言えませんが美容のためと書

「お金の不安はありましたか」というお題につ

いてあるものはだめです。私はこれは必ずしも美

いては、制度を知っているとほとんど不安はな

容のためだけではないと思います。働くために必

かったということでした。健保組合の情報の場合

要な場合もあるので、ここはこれから変わると思

もあるし、会社の方で病気になった方を心配して

います。どんどん発信してください。

調べてくれて申請の用意をしてくれたりとか、最
近はネット情報もたくさん出ているので、ご自分

■ 高橋

現時点では医療費控除の対象にならな

で色々とネットを使って調べると制度についても

いけれど、これから変わる可能性があるというと

たくさんの情報が出てきて、そういうことからそ

ころでしょうか。

れほど不安はなかったということです。
結局、知っていれば不安には思わず治療計画も

■ 岡本

私の答えられるところは税務署長の判

立てられますが、もし知らなかったら入院のお金

断だということです。そういう質問を税務署とか

を聞いただけでも、今後の生活のことが非常に不

厚生労働省にどんどんしてほしいのです。

安なるという話も出されていたので、やはり情報
をきちんと知るということが大事だという話が出

■ 高橋

グレーなところと言いますか、判断が

ていました。

難しいところがけっこうあるということですね。
それでは 2 番お願いします。

きちんと情報を得る重要性

質の高い FP との相談態勢は十分とは
言えない
■ 高橋

＜グループ発表 2 番＞

ありがとうございました。ご質問はよ

ろしいですか。

私たちのグループでは、今日のお題の話はあま
り出ませんでした。治療をされていた方も何人か

―質問としては、本当に色々なことをよく理解さ

いたのですが、色々な制度ができる前に治療をさ

れているファイナンシャルプランナーさんには、

れた人と、最近治療をされた人とでは、制度の知

どこに行けば会えるのかということです。

り方にかなりの違いがあり、制度はどんどん変
わっているのだということが話されました。昔は、

■ 賢見

高額療養費制度などは申請主義だったのですが、

の方は本当にいないのです。

最近は病院窓口で高額療養費制度を紹介されるこ

なぜそう言いきったのかと言

ともあり、だいぶ使いやすくなっています。

いますと、僕がいちばんそう

また、昔は、病院のがん相談窓口などもなくて、

実 は そ う い う FP

いう人を探していたからで

どこに相談したらいいかも分からない状況だった

す。そもそも探してもいない

のですが、最近はがん診療連携拠点病院には必ず

のでこういう団体を創ったのです。

お金に関して、どこで相談していますか？家族のお立場では、どんなお金の不安がありましたか？治療中、家計について家族で話し合うことはできましたか？
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2017 年 3 月からファイナンシャルプランナー
向けに基礎講座をやり始めました。参加者はファ
イナンシャルプランナーの方です。ただファイナ
ンシャルプランナーの方が勉強したからといっ
て、患者さんの話がすぐに聴けるようになるかと
言いますと、そこまで上手にできる方も実はまだ
いないのです。と言いますのは、保険の営業活動
をされているファイナンシャルプランナーは納得
できる保険商品の提案につなげるためのトレーニ

約というかたちで相談に乗っていただくか、ある

ングしかできていないからです。

いはかかりつけの病院さんでも、私たちが関わっ

ところががん患者さんのお金の困りごとに関し

ている、お手伝いをさせていただいている病院も

ては、実は何に困っているかは、本人にしか分か

あり、月に 1 回ファイナンシャルプランナーさ

らないのです。したがって答えのないところに一

んが行って相談に乗っていますので、そういうと

緒に向き合って答えを見つける、落としどころを

ころで相談していただく感じになります。

一緒に探すという作業になります。そういう作業
は誰もやったことがないし、慣れてもいないので

■ 高橋

す。そういうこともあって、われわれはかなり真

グループさん、まいりましょう。

ありがとうございます。それでは 3 番

剣にそこに取り組んでいるのですが、まだまだで
きていません。本当に時間が足りない部分です。
本庶佑教授のノーベル賞受賞でがん免疫療法やオ

制度や保険を意識して、相談できる
人や場をつくっておくこと

プジーボが有名になったのは良かったのですが、
そういうこともあり治療費に苦慮されている方も
非常に増えているので、急務だと思い頑張って
やっていきます。

＜グループ発表 3 番＞
私以外は女性ばかりで緊張して何が話されたの
かよく覚えていません。6 名の内 3 名の方がが
ん体験者でした。みなさん、実体験を非常に説得

■ 高橋

ありがとうございます。拠点病院にファ

力のある言葉でお話してくださいました。みなさ

イナンシャルプランナーの方が入っていれば、そ

んが口を揃えておっしゃったのは、「がんに罹る」

の FP の方を指定して相談に乗っていただくこと

ということを、それまでは他人事だと思っていた

もできますね。「がんと暮らしを考える会」さん

ということです。それがいざ自分のこととなると、

では、個別相談はなさっていないのですね。

よく言われる「まさか」という思いだったという
ことです。そこで色々なことが頭をよぎると思う

■ 賢見

はい、やっていません。いちおう私た

のですが、その中の 1 番目、2 番目に出てくる

ちのホームページにもファイナンシャルプラン

のが、今回のテーマの「お金」だという話でした。

ナーの方の顔は出して、誰がやっているのかが分

それが非常に重要な問題として重くのしかかって

かるような形にはなっています。ただ、会として

くるとうかがいました。

はその方たちとの個別相談体制は作っていませ

そこでがん保険に入っていたかどうかという話

ん。残念ながらその方たちにお金を払って個別契

になりました。みなさん、いつ入ったのかという
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ことでも非常にマチマチでしたが、がんになった

けてしまいがちだという意味です。ただこの特約

時に初めて慌てて気づくことが多いということで

の保険料は月に 100 円もしない安いものなので

した。もっとこうしておけば良かった、ああして

付けておいても損はしないとは思います。

おけば良かったということを保険に関して、みな
さんがお持ちのようでした。私がうかがっていて

―ありがとうございます。4 番グループにはファ

感じたのは、社会保障制度や保険について、後で

イナンシャルプランナーの方や医師の方などプロ

後悔しないために、しっかりと勉強するというよ

の方がいらっしゃいました。患者の立場からの話

りも少しでも意識をしておくことが大切なのだな

では、医療費が高額になっていることに対して、

ということです。

高額療養費制度の限度額を使わずに高い医療費を

それから、相談窓口で FP の方に相談するのは

クレジットで払い、そういう日々の生活の中でポ

少しハードルが高いということであれば、家族の

イントやマイルを貯めているという話もありまし

方でもいいのですが、何かの時にそういうことを

たので紹介しておきます。

相談できる場所なり、人なりを窓口として決めて
おいていただく、あるいは作っておいていただく

■ 高橋

ことが大事だということです。コミュニティの中

方もあるのですね。それでは 5 番グループさん、

にそういうものを持っておいていただけると非常

お願いします。

分かりました。なるほどそういう考え

に有効だということも感じました。
■ 高橋

ありがとうございます。それでは 4 番

がん保険を生命保険全体の中に
位置づけて選ぶ

グループさんお願いします。
＜グループ発表 5 番＞

先進医療給付特約についての考え方
・医療費のクレジット払い

色々な話が出て盛り上がりました。お題の「お
金に関して、どこで相談していますか？」に対し
ては、「治療で一杯いっぱい」「仕事も一杯いっぱ

＜グループ発表 4 番＞

い」「育児も一杯いっぱい」ということで、お金

まず質問です。岡本先生のお話の中で、スライ

に関して相談するという発想そのものがなかった

ド 8（「進歩するがん保険」13 ページ参照）の

という話が出ました。今現在、治療中の方の話だっ

2007 年と 2018 年の比較の中で、がん先進医療

たのですが、会社で健康保険の制度などについて

一時金で計 2,000 万円までというものがありま

たずねたら、自分で健保に連絡してくれと言われ、

したが、その時「勘違いされている方がいる」と
いうお話をされていたのですが、具体的にどうい
う勘違いがあるのか教えてください。
■ 岡本

その勘違いというのは、先進医療はす

ばらしいものだという勘違いです。がんに罹って
も先進医療さえ受ければ何とかなるという思い込
みです。それで、これにこだわってこの特約を付
お金に関して、どこで相談していますか？家族のお立場では、どんなお金の不安がありましたか？治療中、家計について家族で話し合うことはできましたか？
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治療でもとても大変な中、仕事の休憩時間を利用

■ 賢見

して連絡しなければいけなかったという話があ

サイトにこれを使ってもらうことはなかなか難し

り、みなさん共感し合いました。

いことではあります。ただ、広報ということでは

そういうことです。それで保険会社の

それから親御さんの高額療養費制度の申請をし

一般の皆さんにフェイスブックで周知のための拡

た方が、本当に制度が煩雑でとても分かりにくく

散・シェアを依頼したところ、多くの方がシェア

て大変な思いをしたという話もありました。

してくださって、グーグルの検索で 10 ページ目

がん制度ドックのチラシやバナーをもっと広げ

ぐらいから、いきなり 1 ページ目までに一気に

たらいいのではないかとちょっと思いました。た

上がったことがあります。戦略というほどでもな

とえば保険会社さんのサイトに入れてしまうとか

いのですが、みなさんが本日帰られた時点でフェ

保険代理店のサイトに入れてしまうということは

イスブックやツイッターでがん制度ドックをシェ

できないでしょうか。そうすればその保険会社で

アしていただけると助かります。そうすると非常

出している全体の保険の中から選んでもらうこと

に上位のキーワードに上がってきます。ぜひ、
「が

ができる。がん保険というところに焦点を当てて

ん」「お金」「家計」などでがん制度ドックを調べ

選ぶのではなく逆転の発想で全体から選ぶことも

ていただいたり、シェアしていただけたらと思い

できるのではないかという話です。体験者の方も、

ます。

プロの方もいらっしゃって色々な話が出て大変盛
り上がりました。以上です。

■ 高橋

ありがとうございました。それでは 6

番テーブルさんお願いします。

がん制度ドックをもっと広めるために
―みんなで共有を

今ある保険を見直し、大事にする

■ 高橋

＜グループ発表 6 番＞

ありがとうございました。なるほど、

全体から選ぶというのはありますね。
「がん制度

6 番のテーブルには岡本さんが最初から入って

ドック」のいいところは、こういう選択肢がある

くれていたので質問し、お答えいただいていたら

ということで一種の見取り図のようになっている

30 分過ぎてしまいました。そこでお答えいただ

ところ。このツールの周知戦略は何か考えておら

いたことをみなさんにシェアしたいと思います。

れますか。

がん保険は、昔は手術をしないと通院給付は出な
かったという恐ろしい保険だったのですが、いま

■ 賢見

実はこれは法人の自己資金でずっと

だにそういう保険を持っている人もいるかもしれ

やっています。がんとお金という意味では身近か

ないので、大昔の保険は見直しが必須だという話

なところと思って保険会社さんにもリンクをお願

がありました。

いしたことがありますが、保険会社さんは自社で
作ったものしか張れないということでした。

がん先進医療給付金特約については、掛け金そ
のものはたいしたことがないので「入るのもあり」
だし、そうなることはないと判断して「入らない

■ 高橋

保険会社さんが作ったコンテンツです

ね。

のもあり」で、そのへんは考え方によるというこ
とです。
それから医療費から「マイナスにするもの・し
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ないもの」という話がありましたが、あの中で医
療費から診断給付金を引いてしまったという方が

■ 高橋

おられました。そこは遡って申告もできますから、

でしょう。

個別契約の場合はおいくらぐらいなの

引いてしまってもまだ 5 年経っていない方は一
度確かめてみるといいと思います。

―岡本先生の場合ではなくて、たとえば、私の近

それから患者になってしまってから分かること

くにいるファイナンシャルプランナーと契約する

なのですが、がんに罹ってしまったら術後 5 年

という場合は、だいたいどういうことになるので

は保険に入ることはできません。そこで、今入っ

しょうか。

ている保険は「お宝保険」だということです。ずっ
と大事にしなければなりません。ある保険会社か

■ 岡本

ら術後 2 年半で入れますという保険が出されて

個別契約の場合は、その方のホームページにだい

いましたが、今は売り止めになってしまったそう

たい金額も書いてあります。30 分で 5,000 円と

です。つまり保険商品としては成り立たなかった

いうように出ています。

ファイナンシャルプランナーの場合は、

ということです。やはり罹る前に入っておくこと
がいちばんですが、がんになってしまったらしょ

■ 高橋

うがないので、今ある保険は大事にしたいという

そういうかたちなのですね。いちばん気になると

ことでした。

ころではありますね。それでは 7 番テーブルさ

質問がひとつあります。ファイナンシャルプラ

分かりました。ありがとうございます。

んお願いします。

ンナーさんへの相談で、本当に相談したい時には
お金を払ってでも相談したいと思うのですが、そ
の相場は 30 分いくらとか、1 時間いくらという

がん罹患と保険に関わる
それぞれのさまざまな現実

ことで決まっているのでしょうか。
＜グループ発表 7 番＞

FP に個別相談する時の相場

7 番テーブルは、3 つのお題にいっさい触れる
ことなく雑談で終わりました。本テーブルはサバ

■ 高橋

社労士さんと同じでがん診療連携拠点

イバーの方、保険代理店の方、家族、企業の人事

病院で無料相談を受けられるかもしれないけれど

の方がいらっしゃいました。話された内容を順に

も、個別契約で相談する時に相場はいくらかとい

お伝えします。

う話ですね。

最初は、どういう保険に入っていたかというこ
とです。安い保険料で保障も低い設定の保険に

■ 岡本

私はもう年金生活者なので仕事として

入っていたが、今は保険には入れなくなったと話

やっているという感じではないので、個人的には、

された方がいました。別の方は、5 年経ったので

個別契約というよりは、聞かれたら、知っている

保険料は割高だが保険に入れるようになったとい

ことは普通に答えています。私が答えるというよ

うことです。そこから、どうやって入れる保険を

りは、こちらに行って聞いてくださいとか、ここ

調べたのかという話になりました。ネットや保険

に行けば解決しますよという行き先を教えるとい

の窓口や代理店に行って調べたということです。

う感じです。

保障内容に関しては講演でもお話があったので

お金に関して、どこで相談していますか？家族のお立場では、どんなお金の不安がありましたか？治療中、家計について家族で話し合うことはできましたか？
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すが、入院給付金と一時金タイプの給付とどちら

いう質問が出ましたが、会社の大きさに関わらず、

がいいのかという話になりました。入院給付金の

この人は会社にいないと困るという存在であれ

場合は入院が終ってからまとめて一括でもらうの

ば、べつに中小企業でも大企業でも変らないので

でそれまでは立て替えなくてはなりません。また

はないかという話になりました。保険代理店の方

診断書が要るので診断書代もかかります。一時金

からは外部の専門家として相談に乗れるような存

の方は一括でもらえて貯めておけるのですが、貯

在になりたいという話が出ました。以上になりま

めておける自信がない、使ってしまいそうだとい

す。

う話も出ました。また病気に備えた蓄えとして残
しておけるという話も出ました。入院給付金に関

■ 高橋

しては、がん種によって入院期間が非常に短いも

の専門家の方が、会社の立場を離れてニュートラ

のも、長いものもあるので、一時金タイプとどち

ルな相談役になるのは、とてもサポートになるよ

らがいいのかという話も出ました。

うな気がしました。それでは最後の 8 番テーブ

会社の健康保険組合の高額療養費制度の上限額

ありがとうございました。保険代理店

ルさんお願いします。

の話が出ました。健保組合によって付加給付があ
り 1 ヵ月の上限が 2 万円というところもあって、

20 代のころに入った保険の見直しについて

非常に様々だという話が出ました。社内にアドバ
イザーのようなキャリアコンサルタントの方がい

＜グループ発表 8 番＞

て病気ではない元気な時でもふだんから色々な相

医療費控除と保険の話で盛り上がりました。医

談ができるという方もおられました。たとえば介

療費控除で出た話は、マイナスするものなどを細

護のこととか、病気に限らず色々な相談ができて、

かく、どう判断するかという話題が出ました。

罹患した時もそういうところで相談できるという

保険の方の話では、こういう場合は保険金が出

ことでした。そこでは座談会のようなものも開催

なかったという事例がたくさん出ました。「進歩

されているということでした。元気な時からそう

するがん保険」というお話のところで、昔と今で

いう場に行けているので、前から知っている関係

は保険内容が違うのも、がん治療がそれだけ進歩

になっているのは非常に強いということでした。

している表れではないかという話が出ました。そ

患者の立場でも劣勢にならないのがポイントだそ

ういう意味では、昔のがん保険が、今のがん治療

うです。会社の風土としても、仕事を辞めるなと

に合っていないという現実がある中で、よくある

いう姿勢を会社が見せているので、ウチの会社は

のは若い時に会社で案内されて入ってしまった保

こういうようにやってくれる会社なので頑張ろう

険があって、実際には 50 代ぐらいで病気になり、

というモチベーションが大変上がるという話が出
ました。
ただ非常にメリットがある福利厚生なので、本
来はお互い様の精神で平等に使われるといいので
すが、どうしてもそういう制度をうまく使うよう
な方ばかりが集ってしまうということが、デメ
リットだそうです。それは中小企業ではなかなか
難しい、大きな会社だからできるのではないかと
26
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その時にたとえばがんになってしまってからでは

す。普通は「入院・通院・手術一時金」がベース

見直しもできないので、そうなる前に見直しが必

にあって、がん診断一時金もあるというものなの

要だということになりました。そうなるとどのタ

ですが、いくつかの保険会社では、診断一時金だ

イミングで今の時代に合った保険に見直していけ

けのものがあり、安い保険料で払えるようになっ

ばいいのかということになり、がんになる直前に

ています。私は先ほど、診断一時金は医療費から

見直して入り直すのがベストなのでしょうが、そ

マイナスにしなくてもいいと言ったのですが、こ

のタイミングが難しいという話が出ました。

の場合は、おそらく治療費に一時金が使われると
思うので、ややグレーゾーンだと思います。もち

■ 高橋

がん保険の契約見直しタイミングとい

うことですが、岡本さんいかがですか。

ろんこの場合も決めるのは税務署なので、この場
合はどうなのですかと聞いてもらって、使った分
だけは引いてくださいというのが本当なのかなと

■ 岡本

まだまだ「がん保険」はどんどん進歩

していますので、なかなか難しいのですが、30

思います。そこは私もちょっと聞いてみたいとこ
ろです。

年前に入ったがん保険ですと、歳をとっているほ
ど保険料は高くなりますから、20 代のころに入っ

■ 高橋

た保険だとすれば、保険料は安かったはずです。

あっという間に経ってしまいました。今回いちば

そこで、その安い保険料をベースにして、今は普

ん思ったのは、自分の保険の契約内容をちゃんと

通に付いている通院給付金のような特約は付けら

把握して見直そうということです。見直しは色々

れないかという相談をしていただく。それができ

考えた方がいいですね。

れば、安いベースの上に乗せることができます。

大変ありがとうございました。時間が

本日は長時間どうもありがとうございました。

ベースになる保険料は変らないのですが、特約や

本当に学ぶべきことが多かったです。まだまだ

追加で付けた部分について払っていく。がん先進

ファイナンシャルプランナーさんのご活動も現在

医療給付金なども付けられますかと聞いてみて、

進行形で変わっていくのだろうなと思います。

付けられるなら今の保険に付けるようにすれば、
効率的な見直しができるのかなと思います。

「NPO 法人がんと暮らしを考える会」さんが
地道に活動を続けていらっしゃることと、「がん

それから「一時金タイプ」で言うと、がん診断

制度ドック」という使えるツールがあるというこ

一時金しかないタイプの保険が最近は出ていま

とを、お近くの方にシェアしてお伝えしていただ
ければと思います。
次回は、2018 年 12 月 17 日にオープンセミ
ナー（「がんサバイバーに対する循環器サポート
の必要性」～ Cardio-Oncology の現状と今後へ
の課題」）がございます。がん治療が終わったあと、
によって長い時間かけて心臓機能が低下すること
があります。そのことについて順天堂大学大学院
医学研究科教授の佐瀬一洋先生にお話いただきま
す。それから、2019 年 2 月にはまた公民館カフェ
があります。スピーカーは、がん対策情報センター

お金に関して、どこで相談していますか？家族のお立場では、どんなお金の不安がありましたか？治療中、家計について家族で話し合うことはできましたか？
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の早川雅代先生です。正しい、信頼できるがん情
報をどうやってゲットするかというお話です。こ
れは永遠のテーマですね。ノーベル賞で免疫療法
が非常にホットになっている今、正しい免疫療法
についてがん情報サービスから発信するために、
今、早川先生は、尽力しておられます。ご期待く
ださい。
それではみなさま、今日はどうもありがとうご
ざいました。＜拍手＞
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「第16回公民館カフェ」アンケート集計
平成30年10月23日（火）実施
受付登録者72名 お立場（複数回答）

参加者 56名
回答者 42名（回答率 75％）

患者・家族

医療者

行政関係者

62.5%

メディア関係者
9.7%

15.3%

企業関係者
9.7%

その他

NCC関係者
11.1%

8.3%

2.8%

アンケート集計
男性

性別

女性

31.0%

年齢
5.0%

69.0%

20歳代

30歳代

12.0%

40歳代

50歳代

70歳代以上

0.0%

24.0%

お立場（複数回答）
患者・家族
医療者
行政関係者
メディア関係者
企業関係者
NCC関係者
その他

60歳代

40.0%

0.0%

19.0%

カフェを知った経由（複数回答）
54.8%
19.0%
2.4%
2.4%

研究班からのメール
友人の紹介
Facebook,Twitter

11.9%
14.3%
9.5%

カフェの感想

その他

とても良かった
64.3%

やや良かった

あまり良くなかった

66.7%
7.1%
9.5%
16.7%

全然良くなかった

無回答

26.2%
0.0%

4.8%
2.4%

参加者の感想（自由記述）
原文ママ

同席された方々ががんの経験者の方々で、医療費や保険の実際についてよく理解できました。
多様な参加者といっしょにひとつの話を聞くことで生じる多様な疑問、話題におどろきました。
がん制度ドックのことを知れてよかった。医療、制度の時代変遷に合わせて保険の見直しは必要と知った。医療費控除でマイナス
するしないものについては参考になった。
普段、なかなかFPの方のお話しを聞く機会がないので、とてもよかったです。治療とお金(=生活)は本当に密接で、お金の話しはタ
ブーと思わない風潮が大切だと感じました。
はじめて参加させていただきました。聴講とディスカッションのバランスがよく、とても楽しく学べたと思います。また参加したいで
す。がんになったあとの家計のことはがんになる前に知っておくのが大切だと痛感です。
専門性の高いお話しで、理解できない所もありましたが、情報としておしえて頂き、今後勉強していきたいと思います。リラックスし
てお話しを伺えて良かったです。ありがとうございました。
心の安定のため、お金の問題は非常に重要であり、病院内での相談窓口の重要性を改めて実感いたしました。貴重なお話をあり
がとうございました。
いろいろな方（患者だけでなく）が参加されていたのが、良かったです。
お金の問題は治療の継続にとって一番問題なので、テーマとして取り上げていただいて進歩しているのを実感できました。
今まだ知らなかった、細かい部分の保険（医療費からマイナスするものしないもの）を知ることができ、大変勉強になりました。又、
グループディスカッションでは、お互いに意見交換でき、知恵や知識も届き、とても良かったと思います。本日は、貴重な勉強会に
参加させて頂き、感謝しております。とても役に立ちました。
がん制度ドックはとても簡単でわかりやすいです。私は患者会にも入っているので、共有したいと思います。また、解決したい問題
をナビゲートしてもらえるようなサイト、人たちにつながれる場所がもっと広く周知されるといいですね。
良質な話ができた。
実は4～5年前にがん制度ドックを利用してみたことがあったが、その時よりはるかにわかりやすく、利用しやすくなりました！！と
ても分かりやすく説明していただき、良かったです！サバイバー以外のFP・保険会社員・人事の方などいらしていたのが嬉しかっ
たです。サバイバー以外の方に意識して頂いたり、サバイバーの声を直接きいてもらえる機会となって良いと思いました。
整理できました。自分はNSですが、お金に詳しいNSになろうかと思いました。がん暮の定期会に参加してみようと思いました。
など

開催に関する希望（自由記述）
原文ママ

仕事のあとに来て、おにぎりがあり、感動しました！勉強と食事共にありがとうございます！
キャンサ－サバイバーの日々の生活と不安をどう解消しているのかを知りたい。自分の病気に対する理解度。
今後も、この様な身近の困り事（生活のこと、仕事のこと、食のこと等）の開催を期待しております。
ありがとうございました！初めてでしたが、仲間に入りやすくて温かい会でした。仕事帰りでしたのでお茶とお茶菓子もうれしかった
です。ごちそう様でした。
養子縁組（がんで妊孕性を失ったサバイバー向け。欧米では、選択肢として自然に上がってくるが、日本では認知度が低く、がん
サバイバーでも利用できる養子縁組システム、団体があれば紹介して頂けると嬉しいです。エンディングノート・遺言書・リビング
ウィル等いわゆる終活（明るく普通に考えて備えたい。がんにならなくても誰もが避けられない死に備える）
在宅ケアのポイントについて知りたい。社労士の方にもお金のことについて詳しくお話を聞いてみたいです。
など

