
明治安田生命の

特約総合パンフレット

この資料は、「特約総合パンフレット」です。保険商品をご検討いただく際には、「保険設計書（契約概要）」または「契約締結前交
付書面（契約概要・注意喚起情報）」を必ずご確認ください。なお、ご契約の際には、「保険設計書（契約概要）」および「特に重要
なお知らせ（注意喚起情報）」または「契約締結前交付書面（契約概要・注意喚起情報）」、「ご契約のしおり 定款・約款」を必ず
ご確認ください。
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● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ※12

※１重複して付加することはできません。※２ご契約者が法人または個人事
業主の場合は付加できません。※３特約名称に（2021）・（2023）の文字が
含まれる場合、（2021）・（2023）の文字を省略しています。※４ご契約者が
法人・個人事業主で、被保険者が従業員の場合は付加できません。※５重複
して付加することはできません。※62023年6月以降を契約日・中途付加日
とするご契約からお取扱いできます（お取扱開始日は保険商品によって異な

ります）。※７死亡保険金（給付金）受取人が法人の場合は付加できません。
※８いずれかの特約が必須付加（被保険者が60歳以上の場合は介護サポート
終身年金特約が含まれます）となります。※９傷害用の特約のみ付加できま
す。※10解約時の返戻金はありません。※11当社所定の条件を満たす契約見
直しプラン（契約転換制度）または保障見直し制度のご利用時に、付加でき
ます。※12指定代理請求制度をご利用いただけます。

91032_P01_P02.indd   2 2023/03/09   10:50

商
品
別
特
約
一
覧

1

商品別特約一覧

商
品
名

　
　
　

掲
載
ペ
ー
ジ

ベ
ス
ト
ス
タ
イ
ル

ベ
ス
ト
ス
タ
イ
ル
Jr.

メ
デ
ィ
カ
ル
ス
タ
イ
ル
Ｆ

メ
デ
ィ
カ
ル
ス
タ
イ
ル
Ｆ
Jr.

認
知
症
ケ
ア

一
時
金
給
付
型
終
身
医
療
保
険

か
ん
た
ん
告
知
終
身
医
療
保
険

か
ん
た
ん
告
知
医
療
保
険

明
治
安
田
の
し
っ
か
り

そ
な
え
る
が
ん
終
身
保
険

い
ま
か
ら
認
知
症
保
険

介
護
の
さ
さ
え

保障の種類 主な特約名 注4 注4 注4 注4 介 介 介 介 介 介 介

新・入院特約※１ 3 介 ● ★※8★※8★※8
終身入院特約※１ ※２ 3 介 ● ★※8★※8★※8
傷害入院特約 3 外
（傷害）入院治療保障特約※３ 4 介 注2 ● ●
入院初期一時金給付特約 4 介 ● ● ● ●
入院時手術保障特約※３ 5 介 ● ●
（傷害）外来時手術保障特約※３ 5 介 注2 ● ● ● ●
（傷害）退院後通院治療保障特約※３ 6 介 注2 ● ●
退院給付特約 6 介 ● ●
先進医療保障特約 7 介 ● ● ● ● ●※10●※10●※10
特定損傷給付特約 7 外 ● ★ ● ●
傷害特約※２ ※３ 8 外 ● ●※11
早期発見・治療支援特約※２ 8 介 ●
重症化予防支援特約※４ 9 介 ● ●
重度疾病継続保障特約※４ 9 介 ● ●
がん保障特約※３ 10 介 ● ● ● ●
がん・上皮内新生物保障特約 10 介 ● ● ● ●
がん検診支援給付金付女性がん保障特約※２ ※３ 11 ― ● ●
がん治療充実終身保障特約 12 介 ●
がん先進医療保障特約 12 介 ●※10
特定自費診療がん薬物治療保障特約※２ 13 介 ● ● ● ● ●
給与・家計サポート特約 14 介 ●
生活サポート定期保険特約 14 ― ★※8
生活サポート終身年金特約※2 ※５ 15 介 ★※8 ★
新・介護保障特約※４ 15 介 ●
介護サポート終身年金特約※２ ※５ 16 介 ★※8
介護一時金保障特約 16 介 ●
軽度介護一時金保障特約 17 介 ●
軽度介護保険料払込免除特約 17 ―注3 ●
認知症終身保障特約 18 介 ★
軽度認知障害終身保障特約 18 介 ● ●
定期保険特約 19 ― ★※8 ●
終身保険特約 19 ― ● ● ● ●
家計保障年金特約 19 ― ★※8
健康サポート・キャッシュバック特約※３※４ 20 ― ●
保険料充当原資積立特約 20 ― ● ● ● ●
がん保険料払込免除特約 13 ―注3 ● ● ●
リビング・ニーズ特約 21 ― ● ● ● ●
重度がん保険金前払特約 21 ― ● ● ● ●
保険契約者代理特約※２ ※６ 22 ― ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
代理請求特約※7 22 ― ※12 ※12 ※12 ※12 ★ ● ● ● ● ★ ●

（注１）―は一般生命保険料控除対象、介は介護医療保険料控除対象、年は
個人年金保険料控除対象、「外」は保険料控除対象外を示します。「－」は保
険料のお払込みがない特約のため、生命保険料控除制度の対象とはなりませ
ん。詳細については、 75ページをご覧ください。（注２）傷害用の特約の場
合には、生命保険料控除の対象とはなりません。（注３）軽度介護保険料払
込免除特約、がん保険料払込免除特約を付加した場合、主契約および免除

対象特約の保険料は高くなります。その部分も主契約・免除対象特約ごとの
保険料控除区分が適用されます。（注４）この商品には、主契約がありません。
●「★」は該当する商品に必須付加の特約になります。●特約を付加でき
る年齢範囲や同時に付加する特約などに所定の制限があります。●すでに
ご加入いただいている特約の状況などによって付加できない特約もあります。
●市場金利情勢等によっては、お取扱いが変更となる場合があります。

主 契 約 の
保険料控除
区分（注１）

特約の保険料
控除区分（注１）

2023年4月時点で、新規付加できる特約を記載しています。すでに当社の商品にご契約されているお客さまは、
ご契約時の「ご契約のしおり 定款・約款」で詳細をご確認ください。

病気・ケガの
保障

重い病気の
保障

就業不能・
介護の保障

万一の保障

健康増進

その他の
保障等
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（傷害）入院治療保障特約（2021）
（Ⅲ型）・（Ⅱ型）・（Ⅰ型）

入院初期一時金給付特約 1 4

●病気またはケガで公的医療保険制度における保険給付の
対象となる入院を１日以上したとき

（傷害）入院治療給付金

入院中の療養に係る
診療報酬点数　　　×

・お支払いの限度は、１回の入院につき、Ⅲ型は90万円、Ⅱ型は
60万円、Ⅰ型は30万円、通算して600万円までです。

・公的医療保険制度については 42ページをご覧ください。

傷害入院治療保障特約の場合
・不慮の事故によるケガのため、事故の日から180日以内に対象と
なる入院をしたとき、傷害入院治療給付金をお支払いします。
・病気による入院は、お支払いの対象とはなりません。

・不慮の事故については 41ページをご覧ください。

●病気またはケガで1日以上入院したとき

入院初期一時金
入院初期一時金額

10万円

・お支払いの限度は、１回の入院につき１回、通算して30回まで
です。

1 2 3

３円（Ⅲ型）
２円（Ⅱ型）
１円（Ⅰ型）

ただし

ただし

●ご請求時に、お支払いの対象とならない入院および通院の療養に係る診療報酬点数が含まれていた場合、その点数を除きます。
●ご契約時の型は、原則、満70歳未満はⅢ型、満70歳以上満75歳未満はⅡ型、満75歳以上はⅠ型となります（ただし、年齢に応じた型と実際の自
己負担割合が異なる場合、所定の書類をご提出いただくことで、実際の自己負担割合に応じた型を付加できます）。ご契約後は当社の定める取扱い
の範囲内で型の変更が可能です。型は自動的に変更になりませんので、型の変更を希望される場合には、当社までお申し出ください。

（傷害）入院治療保障特約（2021）/（傷害）退院後通院治療保障特約（2021） 共通2

●入院を伴わない手術などはお支払いの対象とはなりません。
●公的医療保険制度における診療報酬点数が算定されない入院をしたときは、上記にかえて、Ⅲ型は「入院日数×5,000円」、Ⅱ型は「入院日数×
3,300円」、Ⅰ型は「入院日数×1,700円」をお支払いします（例：海外で入院をした場合、自由診療による入院をした場合、労災（労働者災害補
償保険）・自賠責（自動車損害賠償責任保険）・公的介護保険が適用される入院をした場合、公的医療保険の保険給付が差し止められている状態で入
院をした場合など）。

（傷害）入院治療保障特約（2021）3

●お支払いの対象となる「入院」は、ベストスタイル・メディカルスタイル Ｆに付加された新・入院特約または終身入院特約の入院給付金が支払わ
れる入院に限ります。

入院初期一時金給付特約4

入院初期一時金額 10万円の場合－

付金などのお支払いについての留意事項」も必ずご確認ください。各特約について詳しくは「ご契約のしおり 定款・約款」をあわせてご確認ください。

4
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新・入院特約
傷害入院特約 終身入院特約 1

●病気またはケガで１日以上入院したとき

（傷害）入院給付金
（傷害）入院給付金日額×入院日数

入院１日につき
5,000円

悪性新生物（がん）・
上皮内新生物による入院時支払日数

無制限

・お支払いの限度は、１回の入院につき180日分、通算して1,095
日分までです。ただし、悪性新生物（がん）・上皮内新生物の治
療を目的とする入院についてはお支払いの限度はありません。

・悪性新生物（がん）・上皮内新生物については 40ページをご覧く
ださい。

傷害入院特約の場合
・不慮の事故によるケガのため、事故の日から180日以内に入院し
たとき、傷害入院給付金をお支払いします。
・病気による入院は、お支払いの対象とはなりません。
・付加できる傷害入院給付金日額は3,000円までです。

・不慮の事故については 41ページをご覧ください。

●病気またはケガで１日以上入院したとき

入院給付金
入院給付金日額×入院日数

入院１日につき
5,000円

悪性新生物（がん）・
上皮内新生物による入院時支払日数

無制限

●保険料払込期間満了後に死亡したとき（保険料払込期間
が有期の場合のみ）

死亡給付金
入院給付金日額×10

50,000円

・お支払いの限度は、１回の入院につき180日分、通算して1,095
日分までです。ただし、悪性新生物（がん）・上皮内新生物の治
療を目的とする入院についてはお支払いの限度はありません。

・悪性新生物（がん）・上皮内新生物については 40ページをご覧く
ださい。

1

ただし

ただし

病気・ケガの保障

留意点
!

0

●１回の入院のお支払いの限度の規定の適用にあたり、同一の原因による病気またはケガ（医学上重要な関係があるものを含み、併発して
いる場合は入院開始原因で判断します）による入院を２回以上した場合、前回の入院の退院日の翌日から180日以内に開始した入院は１
回の入院とみなします。傷害入院特約および傷害入院治療保障特約については、同一の不慮の事故による入院を２回以上した場合は１回
の入院とみなします。入院初期一時金の場合、１回のみお支払いします。
●病気またはケガが併発している期間については（傷害）入院給付金および入院初期一時金を重複してお支払いしません。
●頸部症候群（いわゆる「むちうち症」）または腰痛で他覚所見のないものによる入院は、お支払いの対象とはなりません。
●美容上の処置、病気を直接の原因としない不妊手術、正常な分娩、治療を伴わない人間ドック検査のための入院など、治療を直接の目的
としない入院はお支払いの対象とはなりません。

新・入院特約/傷害入院特約/終身入院特約/（傷害）入院治療保障特約（2021）/入院初期一時金給付特約 共通1

（傷害）入院給付金日額 5,000円の場合 入院給付金日額 5,000円の場合

このマーク内の番号は、ページ下の「留意点」の番号に対応していますので、必ずご確認ください。また、74ページに記載の「保険金・給

3
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基準退院給付金額 
25,000円の場合－

●支払対象期間とは、１回の入院につき、退院時から退院日の翌日を起算日として180日が経過するまでの期間をいいます（入院を開始した原因が悪
性新生物（がん）・上皮内新生物の場合は、730日が経過するまでの期間をいいます）。
●お支払いの対象となる「入院」は、ベストスタイル・メディカルスタイル Ｆに付加された新・入院特約または終身入院特約の入院給付金が支払わ
れる入院に限ります。傷害退院後通院治療保障特約については、明治安田のケガほけんに付加された傷害入院治療保障特約の傷害入院治療給付金が
支払われる入院に限ります。
●在宅医療とは、医師による治療が必要であり、かつ、病院または診療所における治療が困難なため、医師または医師の指示により病院または診療所
から訪問した者による治療を自宅等で受けることをいいます。なお、給与・家計サポート特約における「定期的な訪問診療による在宅医療」の定義
とは異なります。例えば、給与・家計サポート特約の「定期的な訪問診療による在宅医療」の対象となる、訪問看護ステーションによる訪問看護は
お支払いの対象とはなりません。
●頸部症候群（いわゆる「むちうち症」）または腰痛で他覚所見のないものによる通院は、お支払いの対象とはなりません。
●美容上の処置、治療を伴わない人間ドック検査のための通院、薬剤の購入・受取りのみを目的とした通院など、治療を目的としない通院はお支払い
の対象とはなりません。
●「通院時の療養に係る診療報酬点数」には、病院または診療所に通院した際に発行された処方せんに基づき、薬局にて薬を処方された場合の調剤報
酬点数も含まれます。
●同一の日に２回以上支払事由に該当する通院をしたときは、１回の通院とみなします。この場合、それぞれの通院時の療養に係る診療報酬点数を合
計して（傷害）通院治療給付金額を計算します。
●退院後、支払対象期間中に、入院と同一の原因の治療を目的とした通院をし、以下のケースなどに該当したときは、１回の通院における「通院時の
療養に係る診療報酬点数」を500点とみなして（傷害）通院治療給付金を計算しお支払いします。
・１回の通院における「通院時の療養に係る診療報酬点数」が500点未満のとき
・公的医療保険制度における診療報酬点数が算定されないとき
　　（例：海外で通院をした場合、自由診療による通院をした場合、労災（労働者災害補償保険）・自賠責（自動車損害賠償責任保険）・公的介護保
険が適用される通院をした場合、公的医療保険の保険給付が差し止められている状態で通院をした場合など）

●同一の原因による病気またはケガ（医学上重要な関係があるものを含み、併発している場合は入院開始原因で判断します）により２回以上の入院を
した場合で、後の入院が、前回の入院の退院日の翌日から180日以内に開始した入院であるときは、それぞれの支払期間中の入院と同じ原因による
通院は、１回の入院の支払対象期間中の通院とみなしてお支払いの限度の規定を適用します。この場合、通院治療一時金のお支払いは１回のみとし
ます。傷害退院後通院治療保障特約については、同一の不慮の事故により２回以上の入院をした場合、それぞれの支払期間中の入院と同じ原因によ
る通院は、１回の入院の支払対象期間中の通院とみなしてお支払いの限度の規定を適用します。この場合、傷害通院治療一時金のお支払いは１回の
みとします。

（傷害）退院後通院治療保障特約（2021）7

（傷害）退院後通院治療保障特約（2021）
（Ⅲ型）・（Ⅱ型）・（Ⅰ型）

退院給付特約

●退院後、支払対象期間中に、入院と同一の原因の治療を
目的とした公的医療保険制度における保険給付の対象と
なる通院（「在宅医療」などを含む）をしたとき

（傷害）通院治療給付金

通院時の療養に係る
診療報酬点数　　　×

●１回の入院の支払対象期間中に、（傷害）通院治療給付金
の支払事由に該当した初回の通院をしたとき

（傷害）通院治療一時金
10,000円

・お支払いの限度は、１回の入院の支払対象期間中の通院につき、
入院を開始した原因が悪性新生物（がん）・上皮内新生物以外の
場合は、Ⅲ型は60万円、Ⅱ型は40万円、Ⅰ型は20万円です。
入院を開始した原因が悪性新生物（がん）・上皮内新生物の場合
は、Ⅲ型は120万円、Ⅱ型は80万円、Ⅰ型は40万円です。通算
限度は600万円となります。

・公的医療保険制度については 42ページをご覧ください。

傷害退院後通院治療保障特約の場合
・病気による退院後の通院は、お支払いの対象とはなりません。

・不慮の事故については 41ページをご覧ください。

●新・入院特約などの入院給付金が支払われる継続した５
日以上の入院後に生存して退院したとき

退院給付金
退院までの入院日数に応じて

基準退院給付金額の４倍・２倍・１倍

入院日数が20日以上
100,000円

入院日数が10日以上20日未満
50,000円

入院日数が５日以上10日未満
25,000円

・お支払いの限度は、給付倍率を通算して140倍までです。

2 7

３円（Ⅲ型）
２円（Ⅱ型）
１円（Ⅰ型）

ただし

ただし

付金などのお支払いについての留意事項」も必ずご確認ください。各特約について詳しくは「ご契約のしおり 定款・約款」をあわせてご確認ください。
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病気・ケガの保障

基準給付金額 50,000円の場合 基準給付金額 50,000円の場合

留意点
!

●「手術を受けた日の療養に係る診療報酬点数」には、病院または診療所に通院した際に発行された処方せんに基づき、薬局にて薬を処方さ
れた場合の調剤報酬点数も含まれます。
●公的医療保険制度における診療報酬点数が算定されないときは、その手術が、手術を受けた日時点の診療報酬点数表において手術料が
1,000点以上である手術のときには、（傷害）外来時手術給付金をお支払いします（例：海外で入院を伴わない手術を受けた場合、自由診
療による入院を伴わない手術を受けた場合、労災（労働者災害補償保険）・自賠責（自動車損害賠償責任保険）・公的介護保険が適用され
る入院を伴わない手術を受けた場合、公的医療保険の保険給付が差し止められている状態で入院を伴わない手術を受けた場合など）。

（傷害）外来時手術保障特約（2021）6

入院時手術保障特約（2021） 5 （傷害）外来時手術保障特約（2021） 5 6

●入院を伴う手術を受けたとき

入院時手術給付金
基準給付金額

50,000円
●入院を伴う放射線治療を受けたとき

入院時放射線治療給付金
基準給付金額

50,000円

・お支払いの限度は、それぞれの給付金につき、施術の部位・内
容・種類等を問わず、施術の開始日から60日の間に１回とします。

●入院を伴わない、公的医療保険制度における保険給付の
対象となる手術を受け、かつ、手術を受けた日の療養に
係る診療報酬点数の合計が2,000点以上であるとき

（傷害）外来時手術給付金
基準給付金額
50,000円

●入院を伴わない放射線治療を受けたとき

（傷害）外来時放射線治療給付金
基準給付金額の２倍
100,000円

・お支払いの限度は、それぞれの給付金につき、施術の部位・内
容・種類等を問わず、施術の開始日から60日の間に１回とします。
・悪性新生物（がん）・上皮内新生物を直接の原因としない歯、歯
肉および歯槽骨の治療に伴う手術はお支払いの対象とはなりま
せん。

傷害外来時手術保障特約の場合
・不慮の事故によるケガのため、事故の日から180日以内に対象と
なる手術または放射線治療を受けたとき、傷害外来時手術給付金
または傷害外来時放射線治療給付金をお支払いします。
・病気による手術または放射線治療は、お支払いの対象とはなりません。

・不慮の事故については 41ページをご覧ください。

ただし

ただし

このマーク内の番号は、ページ下の「留意点」の番号に対応していますので、必ずご確認ください。また、74ページに記載の「保険金・給

●手術または放射線治療を受けた時点の診療報酬点数表に「手術料」または「放射線治療料」の算定対象として列挙されている手術または
放射線治療がお支払いの対象となります。
●美容上の処置のための手術、病気を直接の原因としない不妊手術、診断や検査のための手術・放射線治療など、治療を直接の目的としな
い手術・放射線治療はお支払いの対象とはなりません。
●「診療報酬点数表において、一連の治療過程に複数回の手術または放射線治療を受けた場合に手術料または放射線治療料が１回のみ算定さ
れるものとして定められている手術または放射線治療」は、第１回目の手術または放射線治療のみを受けたものとして取り扱います。対
象となる手術または放射線治療については厚生労働省のホームページでご確認ください。

入院時手術保障特約（2021）/（傷害）外来時手術保障特約（2021） 共通5
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－
傷害死亡保険金額
1,000万円の場合

●同一の不慮の事故により、すでに障害給付金をお支払いしている場合、これを差し引いて傷害死亡保険金をお支払いします。

傷害特約（2021）10

傷害特約（2021） 10 早期発見・治療支援特約

●不慮の事故の日から180日以内に死亡したとき

傷害死亡保険金
傷害死亡保険金額

1,000万円

●不慮の事故の日から180日以内に所定の身体障害表の第
１級から第６級までの障害状態に該当したとき

障害給付金
障害の程度に応じて

傷害死亡保険金額の10割～１割

1,000万円～100万円

・障害給付金のお支払いの限度は、給付割合を通算して10割まで
です。
・特定感染症を原因とする場合は、お支払いの対象とはなりませ
ん。

 以下もご確認ください。
・不慮の事故については 41ページをご覧ください。
・所定の身体障害表の第１～６級の障害状態、給付割合について
は 39ページをご覧ください。

●契約日から１年経過後に受診した健康診断の結果により
要注意基準に該当し、かつ、支払対象期間中に、要注意
基準に該当した項目に関して、疾病の治療を目的とした
通院（「在宅医療」などを含む）または入院をしたとき

早期発見・治療支援給付金
基準給付金額

２万円

・お支払いの限度は、支払対象期間ごとに１回、通算して５回ま
でです。お支払いが５回に達したとき、特約は消滅します。

・要注意基準、支払対象期間については、31ページをご覧ください。

1

ただし

ただし

給付金などのお支払いについての留意事項」も必ずご確認ください。各特約について詳しくは「ご契約のしおり 定款・約款」をあわせてご確認ください。

重
い
病
気
の
保
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重い病気の保障

●公的医療保険制度における保険給付の対象となる通院がお支払いの対象となります。また、健康診断で異常指摘があった項目について精密検査を
受けた場合も含みます。
●在宅医療とは、医師による治療が必要であり、かつ、病院または診療所における治療が困難なため、医師または医師の指示により病院または診療
所から訪問した者による治療を自宅等で受けることをいいます。なお、給与・家計サポート特約における「定期的な訪問診療による在宅医療」の
定義とは異なります。例えば、給与・家計サポート特約の「定期的な訪問診療による在宅医療」の対象となる、訪問看護ステーションによる訪問
看護はお支払いの対象とはなりません。
●健康診断の結果の提出がない場合は、早期発見・治療支援給付金はお支払いしません。ご契約者は、毎年、当社の定める基準を満たす被保険者の
健康診断の結果を提出してください。
●ご契約日（保障見直しの場合は、早期発見・治療支援特約の中途付加日）から１年以内に受診した健康診断の結果については、「要注意基準に該当」
の判定はしません。このため、ご契約日から１年以内に通院または入院をしても、早期発見・治療支援給付金はお支払いしません。

早期発見・治療支援特約1

8
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病気・ケガの保障

－
特定損傷給付金額
10万円の場合

00

留意点
!

●不慮の事故の日から180日経過後の治療は、お支払いの対象とはなりません。

特定損傷給付特約9

先進医療保障特約 8 特定損傷給付特約 9

●先進医療による療養を受けたとき

先進医療給付金
先進医療の技術に係る費用と同額

・お支払いの限度は、通算して2,000万円までです。

●不慮の事故の日から180日以内に骨折・関節脱臼・腱の
断裂・熱傷・永久歯の喪失による治療を受けたとき

特定損傷給付金
特定損傷給付金額

10万円

・お支払いの限度は、同一の不慮の事故につき１回、通算して10
回までです。
・同一の不慮の事故により、２回以上支払事由に該当する治療を
受けた場合または２以上の部位に対して支払事由に該当する治
療を受けた場合、重複してお支払いしません。

・不慮の事故については 41ページをご覧ください。
・お支払いの対象となる骨折・関節脱臼・腱の断裂・熱傷・永久
歯の喪失については 40ページをご覧ください。

ただし

ただし

このマーク内の番号は、ページ下の「留意点」の番号に対応していますので、必ずご確認ください。また、74ページに記載の「保険金・

●お支払いの対象となる「先進医療」は、治療を受けた時点で、①～③のすべてに該当している場合に限ります。

①厚生労働大臣が認める「医療技術」　②その医療技術ごとの「適応症」　③所定の基準を満たす「医療機関」での治療

①～③は随時見直しされますので、詳しくは厚生労働省のホームページでご確認ください。
●医療技術名が同じでも、治療方法や症例等によっては「先進医療」に該当しない場合があります。該当するか否かは、治療を受ける前に
実施する医療機関にご確認ください。
●先進医療の技術に対する被保険者の負担額として、その先進医療を受けた病院等によって定められた額をいいます。なお、公的医療保険
制度に基づき保険給付の対象となる費用や先進医療以外の評価療養のための費用および選定療養のための費用などは、「先進医療給付金」
のお支払いの対象とはなりません。
●「患者申出療養」として身近な医療機関で先進的な医療を受けられた場合でも、先進医療給付金のお支払いの対象とはなりません。
●「重粒子線治療」または「陽子線治療」を当社所定の医療機関で受ける場合、先進医療給付金を当社が医療機関へ直接お支払いするサービ
スがあります。このサービスのご利用には、所定の条件がありますので、詳しくは、当社の担当者などにお問い合わせください。記載の
内容は2023年３月現在の取扱いであり、今後取扱いを変更・終了することがあります。

先進医療保障特約8

7
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がん保険金額 300万円の場合 がん・上皮内新生物保険金額 60万円の場合

がん・上皮内新生物保障特約5
●がん・上皮内新生物保障特約で定める悪性新生物（がん）・上皮内新生物は、非浸潤性の悪性新生物および皮膚がんを含みます。

がん保障特約（2023）4
●がん保険金にお支払回数の限度はありません。
●非浸潤性の悪性新生物、上皮内新生物、皮膚がんはお支払いの対象とはなりません（ただし、皮膚の悪性黒色腫は対象となります）。

がん保障特約（2023） がん・上皮内新生物保障特約

●責任開始日から90日を経過した後に、所定の悪性新生物
（がん）と医師によって診断確定されたとき、または直前
に支払われたがん保険金の支払事由に該当した日から１
年を経過した後、新たに所定の悪性新生物（がん）と医
師によって診断確定されたとき（同一臓器内での転移は
除きます）

がん保険金
がん保険金額

300万円
初回＋再発無制限保障

・所定の悪性新生物（がん）と医師によって診断確定された時期
が、責任開始日から90日以内の場合には、がん保険金はお支払
いの対象とはなりません。この場合、特約を無効とし、すでに
払い込まれた特約保険料をご契約者に払い戻します。

・お支払いの対象となる所定の悪性新生物（がん）については 26

ページをご覧ください。
・新たに所定の悪性新生物（がん）と医師によって診断確定され
たときについては 26ページをご覧ください。

●責任開始日から90日を経過した後に、悪性新生物（が
ん）・上皮内新生物と医師によって診断確定されたとき

がん・上皮内新生物保険金
がん・上皮内新生物保険金額

60万円

・悪性新生物（がん）・上皮内新生物と医師によって診断確定され
た時期が、責任開始日から90日以内の場合には、がん・上皮内
新生物保険金はお支払いの対象とはなりません。この場合、特
約を無効とし、すでに払い込まれた特約保険料はご契約者に払
い戻します。
・がん・上皮内新生物保険金のお支払いは１回限りで、保険金を
お支払いした場合、特約は消滅します。

・お支払いの対象となる所定の悪性新生物（がん）・上皮内新生物
については 27ページをご覧ください。

4 5

ただし

ただし

付金などのお支払いについての留意事項」も必ずご確認ください。各特約について詳しくは「ご契約のしおり 定款・約款」をあわせてご確認ください。
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重度疾病保険金額 200万円の場合重症化予防支援保険金額 100万円の場合

重い病気の保障
0

重症化予防支援特約 重度疾病継続保障特約

●所定の疾病（所定の心疾患・脳血管疾患・糖尿病・高血
圧性疾患・慢性腎臓病・肝疾患・慢性膵

すい

炎）による所定
の状態に該当したとき

重症化予防支援保険金
重症化予防支援保険金額

100万円

・お支払いの限度は、それぞれの所定の疾病について１回、通算
して２回までです。お支払いが２回に達したとき、特約は消滅
します。

・所定の疾病（所定の心疾患・脳血管疾患・糖尿病・高血圧性疾
患・慢性腎臓病・肝疾患・慢性膵炎）による所定の状態につい
ては、 32～ 34ページをご覧ください。

●重度疾病（急性心筋梗
こう

塞
そく

・脳卒中・重度の糖尿病・重度
の高血圧性疾患（高血圧性網膜症）・慢性腎臓病・肝硬変・
重度の慢性膵

すい

炎）による所定の状態に該当したとき

重度疾病保険金
重度疾病保険金額

200万円

・お支払いの限度は、それぞれの重度疾病について１回、通算し
て７回までです。お支払いが７回に達したとき、特約は消滅し
ます。

・重度疾病（急性心筋梗塞・脳卒中・重度の糖尿病・重度の高血
圧性疾患（高血圧性網膜症）・慢性腎臓病・肝硬変・重度の慢性
膵炎）による所定の状態については 34～ 36ページをご覧くださ
い。

2 3

ただし ただし

留意点
!

このマーク内の番号は、ページ下の「留意点」の番号に対応していますので、必ずご確認ください。また、74ページに記載の「保険金・給

●所定の疾病になられても、「所定の状態（入院・手術など）」に該当しない場合はお支払いしません。
●手術を受けた時点の診療報酬点数表に「手術料」の算定対象として列挙されている手術がお支払いの対象となります。

重症化予防支援特約2

●重度疾病になられても、「所定の状態」に該当しない場合はお支払いしません。

重度疾病継続保障特約3

9
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－

がん治療充実終身保障特約 がん先進医療保障特約

●主契約※のがん保険金またはがん・上皮内新生物保険金の
支払事由に該当し、かつ、責任開始日から90日を経過し
た後に、悪性新生物（がん）・上皮内新生物の治療を直接
の目的とした入院、手術または放射線治療を受けたとき

がん治療充実給付金

10万円
支払回数無制限（同月内１回のみ）

※ 明治安田のしっかりそなえるがん終身保険の主契約をいいます。
詳細は「ご契約のしおり 定款・約款」をご確認ください。

●保険料払込期間満了後に死亡したとき

死亡給付金

10万円

・悪性新生物（がん）・上皮内新生物と医師によって診断確定され
た時期が、責任開始日から90日以内の場合には、がん治療充実給
付金はお支払いの対象とはなりません。この場合、特約を無効と
し、すでに払い込まれた特約の保険料をご契約者に払い戻します。
・がん治療充実給付金のお支払いは、同月内1回を限度とします。
・保険料払込期間中の死亡給付金のお支払いはありません。

・お支払いの対象となる悪性新生物（がん）・上皮内新生物につい
ては 29ページをご覧ください。

●主契約※のがん保険金またはがん・上皮内新生物保険金
の支払事由に該当し、かつ、責任開始日から90日を経過
した後に、悪性新生物（がん）・上皮内新生物を直接の原
因として、先進医療による療養を受けたとき

がん先進医療給付金
先進医療の技術に係る費用と同額

※ 明治安田のしっかりそなえるがん終身保険の主契約をいいます。
詳細は「ご契約のしおり 定款・約款」をご確認ください。

・悪性新生物（がん）・上皮内新生物と医師によって診断確定され
た時期が、責任開始日から90日以内の場合には、がん先進医療
給付金はお支払いの対象とはなりません。この場合、特約を無
効とし、すでに払い込まれた特約の保険料をご契約者に払い戻
します。
・お支払いの限度は、通算して2,000万円までです。

・お支払いの対象となる悪性新生物（がん）・上皮内新生物につい
ては 29ページをご覧ください。

7 8

ただし

ただし

－

付金などのお支払いについての留意事項」も必ずご確認ください。各特約について詳しくは「ご契約のしおり 定款・約款」をあわせてご確認ください。

がん先進医療保障特約8
●お支払いの対象となる「先進医療」は、治療を受けた時点で、①～③のすべてに該当している場合に限ります。

①厚生労働大臣が認める「医療技術」　②その医療技術ごとの「適応症」　③所定の基準を満たす「医療機関」での治療

①～③は随時見直しされますので、詳しくは厚生労働省のホームページでご確認ください。
●医療技術名が同じでも、治療方法や症例等によっては「先進医療」に該当しない場合があります。該当するか否かは、治療を受ける前に実施する医
療機関にご確認ください。
●先進医療の技術に対する被保険者の負担額として、その先進医療を受けた病院等によって定められた額をいいます。なお、公的医療保険制度に基づ
き保険給付の対象となる費用や先進医療以外の評価療養のための費用および選定療養のための費用などは、「がん先進医療給付金」のお支払いの対
象とはなりません。
●「患者申出療養」として身近な医療機関で先進的な医療を受けられた場合でも、がん先進医療給付金のお支払いの対象とはなりません。
●悪性新生物（がん）・上皮内新生物が直接の原因ではない「先進医療」による療養を受けたときは、がん先進医療給付金はお支払いしません。
●「重粒子線治療」または「陽子線治療」を当社所定の医療機関で受ける場合、がん先進医療給付金を当社が医療機関へ直接お支払いするサービスが
あります。このサービスのご利用には、所定の条件がありますので、詳しくは、当社の担当者などにお問い合わせください。記載の内容は2023年
３月現在の取扱いであり、今後取扱いを変更・終了することがあります。

がん治療充実終身保障特約7  
●手術または放射線治療を受けた時点の診療報酬点数表に「手術料」または「放射線治療料」の算定対象として列挙されている、入院を伴わない手術ま
たは放射線治療がお支払いの対象となります。
●「診療報酬点数表において、一連の治療過程に複数回の手術または放射線治療を受けた場合に手術料または放射線治療料が１回のみ算定されるものと
して定められている手術または放射線治療」は、第１回目の手術または放射線治療のみを受けたものとして取り扱います。対象となる手術または放射
線治療については厚生労働省のホームページでご確認ください。
●お支払いの対象となる入院、手術または放射線治療をし、それ以後同月内に再び入院、手術または放射線治療を受けたときはお支払いしません。

12
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がん保険金額 100万円の場合

重い病気の保障

がん検診支援給付金付女性がん保障特約（2023）6
＜女性がん診断保険金＞
●女性がん診断保険金にお支払回数の限度はありません。
●非浸潤性の悪性新生物、上皮内新生物、皮膚がんはお支払いの対象とはなりません。

＜女性がん治療給付金＞
●公的医療保険制度における診療報酬点数表によって所定の薬物治療（抗がん剤、ホルモン剤または分子標的薬）にかかる薬剤料または処方
せん料が算定される「入院」または「通院」がお支払いの対象となります。
●お支払いの対象となる入院または通院をし、それ以後同月内に再び入院または通院をしたときはお支払いしません。

＜がん検診支援給付金＞
●検診結果の提出がない場合は、がん検診支援給付金をお支払いしません。ご契約者は、対象期間ごとに被保険者の検診結果を提出してく
ださい。

がん検診支援給付金付女性がん保障特約（2023）

●責任開始日から90日を経過した後に、特定の悪性新生物
（がん）と医師によって診断確定されたとき、または直前
に支払われた女性がん診断保険金の支払事由に該当した
日から１年を経過した後、新たに特定の悪性新生物（が
ん）と医師によって診断確定されたとき（同一臓器内で
の転移は除きます）

女性がん診断保険金
がん保険金額

100万円
初回＋再発無制限保障

●責任開始日から90日を経過した後に、特定の悪性新生物
（がん）または特定の上皮内新生物と医師によって診断確
定されたとき

女性がん・上皮内新生物診断保険金
がん保険金額×10％

10万円

・特定の悪性新生物（がん）または特定の上皮内新生物と医師に
よって診断確定された時期が、責任開始日から90日以内の場合
には、女性がん診断保険金、女性がん・上皮内新生物診断保険
金はお支払いの対象とはなりません。この場合、特約を無効と
し、すでに払い込まれた特約保険料をご契約者に払い戻します。
・女性がん・上皮内新生物診断保険金のお支払いは、１回を限度
とします。

・お支払いの対象となる特定の悪性新生物（がん）・特定の上皮内
新生物については 27～ 28ページをご覧ください。
・新たに特定の悪性新生物（がん）と医師によって診断確定され
たときについては 28ページをご覧ください。

●女性がん診断保険金または女性がん・上皮内新生物診断
保険金の支払事由に該当し、かつ、責任開始日から90日
を経過した後に、「特定の悪性新生物（がん）または特定
の上皮内新生物」の治療を直接の目的とした所定の薬物
治療（抗がん剤、ホルモン剤または分子標的薬）を伴う
入院または通院をしたとき

女性がん治療給付金

5万円
支払回数無制限（同月内１回のみ）

●対象期間満了時（２年ごと）に生存し、かつ、次のすべ
てを満たすとき
１． 女性がん診断保険金、女性がん・上皮内新生物診断
保険金のいずれもが対象期間中に支払われていない
こと

２． 対象期間中に乳がん検診または子宮頸がん検診のい
ずれか１つ以上を受診し、かつ、その結果において
異常指摘がないこと

３．上記検診結果が当社に提出されていること

がん検診支援給付金

2万円

・女性がん治療給付金のお支払いは、同月内１回を限度とします。
・がん検診支援給付金のお支払いは、対象期間ごとに１回を限度
とします。

・女性がん治療給付金における所定の薬物治療（抗がん剤、ホル
モン剤または分子標的薬）については 28ページをご覧ください。
・がん検診支援給付金における対象期間については 28ページをご
覧ください。
・がん検診支援給付金における「異常指摘がないこと」について
は 28ページをご覧ください。

6

ただし

ただし

留意点
!

0 このマーク内の番号は、ページ下の「留意点」の番号に対応していますので、必ずご確認ください。また、74ページに記載の「保険金・給
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就業不能・介護の保障

給与・家計サポート特約 1 生活サポート定期保険特約

●所定の就業制限状態に該当し、その状態が30日間継続し
たとき

給与・家計サポート給付金
基準給付金月額×12ヵ月

月額20万円×12ヵ月

・「基準給付金月額×12」のお支払いを１回とし、通算して２回
(24ヵ月分)を限度とします。２回目の給与・家計サポート給付
金の支払事由に該当したとき、この特約は消滅しますが、２回
目の給与・家計サポート給付金のお支払いは継続します。

・お支払いの対象となる所定の就業制限状態については 23ページ
をご覧ください。

●死亡したとき

死亡保険金
死亡保険金額

1,000万円

●所定の日常生活制限状態に該当したとき

生活サポート保険金
死亡保険金額と同額

1,000万円

・生活サポート保険金・死亡保険金のいずれかをお支払いした場
合、特約は消滅し、重複してお支払いしません。

・お支払いの対象となる所定の日常生活制限状態については 24～
26ページをご覧ください。

ただし

ただし

基準給付金月額 20万円の場合

●１回目の「給付金支払対象期間」中に新たに所定の就業制限状態が開始し、その状態が30日間継続しても、支払事由には該当していないものとみ
なし、２回目の給与・家計サポート給付金はお支払いしません。
●ただし、１回目の「給付金支払対象期間」中に開始した所定の就業制限状態が、「給付金支払対象期間」の満了日の翌日から30日継続した場合、そ
の時点で、２回目の給与・家計サポート給付金の支払事由に該当したものとみなし、２回目の給与・家計サポート給付金をお支払いします。

給与・家計サポート特約1

就
業
不
能
・
介
護
の
保
障

死亡保険金額
1,000万円の場合

給付金などのお支払いについての留意事項」も必ずご確認ください。各特約について詳しくは「ご契約のしおり 定款・約款」をあわせてご確認ください。
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重い病気の保障

－

特定自費診療がん薬物治療保障特約 がん保険料払込免除特約 10

●責任開始日から90日を経過した後に発病し、診断確定
された悪性新生物(がん)・上皮内新生物で所定の病院等
に入院または通院をし、悪性新生物（がん）・上皮内新生
物の治療を直接の目的とした自費診療による特定の薬物
治療（適応外薬または未承認薬）を受けたとき

特定自費診療がん薬物治療給付金
薬物治療に係る薬剤費用と同額

・悪性新生物（がん）・上皮内新生物が発病し、診断確定された
時期が、責任開始日から90日以内の場合には、特定自費診療が
ん薬物治療給付金はお支払いの対象とはなりません。この場合、
特約を無効とし、すでに払い込まれた特約の保険料をご契約者
に払い戻します。
・お支払いの対象となる薬剤の1回のお支払いの限度は、次の①
②の医薬品の価格を上限とし、通算して1億円を限度とします。
①適応外薬は薬物治療を受けた時点の薬価基準に定められてい
る薬価の2.5倍
②未承認薬は国内外の医薬品の価格（購入価格）の2.5倍

・お支払いの対象となる悪性新生物（がん）・上皮内新生物につい
ては 29ページをご覧ください。

・ お支払いの対象となる所定の病院等については 30ページをご覧
ください。
・ お支払いの対象となる自費診療による特定の薬物治療（適応外
薬または未承認薬）は 30ページをご覧ください。

●責任開始日から90日を経過した後に、所定の悪性新生物
（がん）と医師によって診断確定されたとき

その直後に到来する月単位の契約応当日以降の
主契約※1および免除対象特約※2の特約保険料の
お払込みは不要となり、保障は継続します

※1  明治安田のしっかりそなえるがん終身保険の主契約をいいま
す。詳細は「ご契約のしおり 定款・約款」をご確認ください。

※2  免除対象特約とは、継続的に保険料の払込みを要する特約を
いいます。

・所定の悪性新生物（がん）と医師によって診断確定された時期
が、責任開始日から90日以内の場合には、保険料のお払込みの
免除の対象とはなりません。この場合、主契約および特約を無
効とし、すでに払い込まれた保険料のうち、がん保険料払込免
除特約の付加によって割り増されていた分をご契約者に払い戻
します。

・保険料のお払込みの免除の対象となる所定の悪性新生物（がん）
については 26ページをご覧ください。

9

ただし

ただし

0 0

●免除対象特約の保険料は、この特約を付加しない場合よりも高くなります。
●非浸潤性の悪性新生物、上皮内新生物、皮膚がんは保険料のお払込みの免除の対象とはなりません（ただし、皮膚の悪性黒色腫は対象と
なります）。

がん保険料払込免除特約10

特定自費診療がん薬物治療保障特約9
●被保険者が受けた薬物治療に対する被保険者の負担額として、その薬物治療を受けた病院等によって定められた額をいいます。なお、公
的医療保険制度に基づき保険給付の対象となる費用や先進医療以外の評価療養のための費用および選定療養のための費用などは、「特定自
費診療がん薬物治療給付金」のお支払いの対象とはなりません。
●お支払いの対象となる自費診療による特定の薬物治療を当社所定の医療機関で受ける場合、特定自費診療がん薬物治療給付金を当社が医
療機関へ直接お支払いするサービスがあります。このサービスのご利用には、所定の条件がありますので、詳しくは、当社の担当者など
にお問い合わせください。記載の内容は2023年３月現在の取扱いであり、今後取扱いを変更・終了することがあります。
●お支払いの対象となる「所定の病院等」および「自費診療による特定の薬物治療」は、随時見直しされます。特定自費診療がん薬物治療
給付金のご請求を希望される場合は、必ず薬物治療を受ける前に当社の担当者などにご相談ください。

留意点
!

－

0 このマーク内の番号は、ページ下の「留意点」の番号に対応していますので、必ずご確認ください。また、74ページに記載の「保険金・
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介護サポート終身年金特約 介護一時金保障特約

　

　

●第１回の介護終身年金
　次のいずれかに該当したとき
・公的介護保険制度に基づき、要介護３以上の状態に該当する
と認定され、その認定が効力を生じたとき
・次のいずれかを満たすことが、医師によって診断確定された
とき
１． 寝たきりによる所定の要介護状態に該当し、その状態が
該当した日から起算して継続して180日あること

２． 認知症による所定の要介護状態に該当し、その状態が該
当した日から起算して継続して180日あること

●第２回以後の介護終身年金
 第１回の介護終身年金が支払われた場合で、年金支払日※に生存
しているとき

　

介護終身年金
介護終身年金年額×一生涯

　 　

　

年額 60万円×一生涯
　 　

※第１回の介護終身年金の支払事由発生日の年単位の応当日をい
います。

　

　

●保険料払込期間満了後に死亡したとき（保険料払込期間
が有期の場合のみ）

　

死亡給付金
介護終身年金年額×10％

　 　

　

６万円
　 　

　

・第１回の介護終身年金をお支払いした場合は、死亡給付金はお支
払いしません。

・公的介護保険制度に基づく要介護３以上の状態、寝たきりによ
る要介護状態、認知症による要介護状態については 36～ 38ペー
ジをご覧ください。

　

　

●次のいずれかに該当したとき
・公的介護保険制度に基づき、要介護３以上の状態に該当する
と認定され、その認定が効力を生じたとき
・次のいずれかを満たすことが、医師によって診断確定された
とき
１． 寝たきりによる所定の要介護状態に該当し、その状態が
該当した日から起算して継続して180日あること

２． 認知症による所定の要介護状態に該当し、その状態が該
当した日から起算して継続して180日あること

　

介護一時金
介護一時金額

　 　

　

300万円
　 　

　

　

●死亡したとき
　

死亡給付金
被保険者が死亡した日の積立金※相当額

　 　

※当社の定める方法によって計算される特約の責任準備金のこと
をいいます。
・死亡給付金支払いの際、介護一時金の支払事由が発生してい
た場合、積立金相当額ではなく、介護一時金額をお支払いし
ます。

　

・介護一時金のお支払いは１回限りで、一時金をお支払いした場
合、特約は消滅します。
・介護一時金をお支払いした場合は、死亡給付金はお支払いしま
せん。
・保険料払込期間が終身の場合、死亡給付金はありません。

・公的介護保険制度に基づく要介護３以上の状態、寝たきりによ
る要介護状態、認知症による要介護状態については 36～ 38ペー
ジをご覧ください。

ただし

ただし

付金などのお支払いについての留意事項」も必ずご確認ください。各特約について詳しくは「ご契約のしおり 定款・約款」をあわせてご確認ください。

介護終身年金年額 
60万円の場合

介護一時金額
300万円の場合
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就業不能・介護の保障

生活サポート終身年金特約 2 新・介護保障特約

●第１回の生活サポート終身年金
所定の日常生活制限状態に該当したとき
●第２回以後の生活サポート終身年金
第１回の生活サポート終身年金が支払われた場合で、年金支払
日※に生存しているとき

生活サポート終身年金
生活サポート終身年金年額×一生涯

年額 240万円×一生涯
※ 第１回の生活サポート終身年金の支払事由発生日の年単位の応当日
をいいます。

●死亡したとき

死亡給付金
生活サポート終身年金年額と同額

240万円

・第１回の生活サポート終身年金をお支払いした場合は、死亡給
付金はお支払いしません。

・お支払いの対象となる所定の日常生活制限状態については 24～
26ページをご覧ください。

●次のいずれかに該当したとき
・公的介護保険制度に基づき、要介護２以上の状態に該当する
と認定され、その認定が効力を生じたとき
・次のいずれかを満たすことが、医師によって診断確定された
とき
１． 歩行障害による所定の要介護状態に該当し、その状態が
該当した日から起算して継続して180日あり、かつ、回
復の見込みがないこと

２． 認知症による所定の要介護状態に該当し、その状態が該
当した日から起算して継続して180日あること

介護保険金
介護保険金額

200万円

・介護保険金のお支払いは１回限りで、保険金をお支払いした場
合、特約は消滅します。

・公的介護保険制度に基づく要介護２以上の状態、歩行障害によ
る要介護状態、認知症による要介護状態については 36～ 38ペー
ジをご覧ください。

ただし

ただし

留意点
!

●第１回の生活サポート終身年金をお支払いした場合、第１回の生活サポート終身年金の支払事由に該当した時以後、新たに第１回の生活
サポート終身年金の支払事由が発生したことにより生活サポート終身年金のご請求を受けても、お支払いしません。

生活サポート終身年金特約2

介護保険金額 
200万円の場合

このマーク内の番号は、ページ下の「留意点」の番号に対応していますので、必ずご確認ください。また、74ページに記載の「保険金・給

生活サポート終身年金年額
240万円の場合
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認知症終身保障特約 3 4 軽度認知障害
終身保障特約

●契約日からその日を含めて２年経過後に、次のいずれに
も該当したとき
１． 生まれてはじめて器質性認知症と診断確定されたとき
２． 公的介護保険制度に基づき、要介護１以上の状態に該当す
ると認定され、その認定の有効期間中であるとき

認知症保険金
認知症保険金額

500万円
●契約日からその日を含めて２年以内に、上記１・２のい
ずれにも該当したとき

認知症保険金
既払込保険料相当額

●保険料払込期間満了後に死亡したとき

死亡給付金
認知症保険金額×10％

50万円

・器質性認知症と診断確定された時期が、責任開始日前の場合に
は特約は無効となり、すでにお払い込みいただいた特約保険料
をご契約者にお支払いします。
・認知症保険金のお支払いは１回限りで、保険金をお支払いした
場合、特約は消滅します。
・認知症保険金をお支払いした場合、死亡給付金はお支払いしま
せん。

・お支払いの対象となる器質性認知症と診断確定されたときにつ
いては 38ページをご覧ください。

・公的介護保険制度に基づく要介護１以上の状態については 36

ページをご覧ください。

●契約日からその日を含めて２年経過後に、次のいずれか
に該当したとき
１． 生まれてはじめて軽度認知障害と診断確定されたとき
２． 生まれてはじめて所定の認知症と診断確定されたとき

軽度認知障害保険金
軽度認知障害保険金額

50万円
●契約日からその日を含めて２年以内に、上記１・２のい
ずれかに該当したとき

軽度認知障害保険金
既払込保険料相当額

●保険料払込期間満了後に死亡したとき

死亡給付金
軽度認知障害保険金額×10％

5万円

・軽度認知障害または所定の認知症と診断確定された時期が、責
任開始日前の場合には特約は無効となり、すでにお払い込みい
ただいた特約保険料をご契約者にお支払いします。
・軽度認知障害保険金のお支払いは１回限りで、保険金をお支払
いした場合、特約は消滅します。
・軽度認知障害保険金をお支払いした場合、死亡給付金はお支払
いしません。

・お支払いの対象となる軽度認知障害および所定の認知症と診断
確定されたときについては 37～ 38ページをご覧ください。

4 5

ただし

ただし

認知症保険金額
500万円の場合

●お支払いの対象となる「器質性認知症」には、例えば「アルツハイマー病の認知症」、「血管性認知症」、「パーキンソン病の認知症」など
が該当します。アルコール性認知症、軽度認知障害（MCI）、健忘症候群、加齢による物忘れなどは、「器質性認知症」には該当しません。

認知症終身保障特約3

●次のいずれにも該当する場合、お支払いする死亡給付金額は認知症保険金・軽度認知障害保険金の「お支払いする場合」が発生した時点
での認知症保険金相当額・軽度認知障害保険金相当額とします。
①認知症保険金・軽度認知障害保険金の「お支払いする場合」の発生により支払うべき保険金がある場合で、認知症保険金・軽度認知障
害保険金を支払う前に死亡給付金の請求を受け、死亡給付金が支払われるとき
②認知症保険金・軽度認知障害保険金の「お支払いする場合」が発生した時点での認知症保険金相当額・軽度認知障害保険金相当額がそ
れぞれの保険金額の10％を上回るとき

認知症終身保障特約/軽度認知障害終身保障特約 共通4

留意点
!

付金などのお支払いについての留意事項」も必ずご確認ください。各特約について詳しくは「ご契約のしおり 定款・約款」をあわせてご確認ください。

軽度認知障害保険金額
50万円の場合

●お支払いの対象となる「所定の認知症」には、「器質性認知症」「アルコール性認知症」などが該当します。

軽度認知障害終身保障特約5
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軽度介護一時金保障特約 軽度介護保険料払込免除特約

●公的介護保険制度に基づき、要介護１または２の状態に
該当すると認定され、その認定が効力を生じたとき
●次のいずれかに該当したとき
・公的介護保険制度に基づき、要介護３以上の状態に該当する
と認定され、その認定が効力を生じたとき
・次のいずれかを満たすことが、医師によって診断確定された
とき
１． 寝たきりによる所定の要介護状態に該当し、その状態が
該当した日から起算して継続して180日あること

２． 認知症による所定の要介護状態に該当し、その状態が該
当した日から起算して継続して180日あること

軽度介護一時金
軽度介護一時金額

30万円

●死亡したとき

死亡給付金
被保険者が死亡した日の積立金※相当額

※当社の定める方法によって計算される特約の責任準備金のこと
をいいます。
・死亡給付金支払いの際、軽度介護一時金の支払事由が発生し
ていた場合、積立金相当額ではなく、軽度介護一時金額をお
支払いします。

・軽度介護一時金のお支払いは１回限りで、一時金をお支払いし
た場合、特約は消滅します。
・軽度介護一時金をお支払いした場合は、死亡給付金はお支払い
しません。
・保険料払込期間が終身の場合、死亡給付金はありません。

・公的介護保険制度に基づく要介護状態、寝たきりによる要介護
状態、認知症による要介護状態については 36～ 38ページをご覧
ください。

●次のいずれかに該当したとき
・軽度介護一時金保障特約の軽度介護一時金の支払事由が発生
した日から起算して１年を経過した時に公的介護保険制度に
基づく要介護１または２の認定が効力を有しているとき
・軽度介護一時金保障特約の軽度介護一時金の支払事由が発生
した日から起算して１年を経過した後に公的介護保険制度に
基づき、要介護１または２の状態に該当すると認定され、そ
の認定が効力を生じたとき

該当日の直後に到来する月単位の
契約応当日以降の主契約および免除対象特約※の
保険料のお払込みは不要となり、保障は継続します

※ 免除対象特約とは、主契約に付加された特約のうち、継続的に
保険料の払込みを要する特約をいいます。

・公的介護保険制度に基づく要介護１または２の状態については
36ページをご覧ください。

ただし

軽度介護一時金額
30万円の場合 －

0 このマーク内の番号は、ページ下の「留意点」の番号に対応していますので、必ずご確認ください。また、74ページに記載の「保険金・給
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健康サポート・
キャッシュバック特約（2021） 1 保険料充当原資積立特約 1

●次のすべての条件を満たし、キャッシュバックランク
（①～③）のいずれかに該当したとき
１． この特約が付加された保険契約の保険年度末において、
次のアおよびイを満たすこと
ア． 被保険者が当社の定める基準を満たす健康診断を受
診していること

イ． 「対象特約」の当該保険年度末までの保険料が払い込
まれていること

２． 当社の定める基準を満たす健康診断の結果が当社に提
出されること。ただし、健康診断の受診日以降、当該
保険年度末の翌日から起算して３年を経過するまでの
間に当社に到達すること

キャッシュバックランク（①～③）
および基準支払金額に応じて

健康サポート・キャッシュバックをお支払いします

・健康サポート・キャッシュバック特約（2021）について詳し
くは 42～ 44ページをご覧ください。

●被保険者がこの特約の保険期間満了時に生存しているとき
①この特約以外の特約の全部または一部が更新されるとき

保険料充当金額を
充当原資として保険料充当特約に移管します

②この特約以外の特約がいずれも更新されないとき

保険料充当金額をご契約者にお支払いします

●不慮の事故の日から180日以内に死亡したとき
●所定の特定感染症により死亡したとき

災害死亡給付金
死亡した日の積立金相当額の1.1倍

●上記以外で死亡したとき

死亡給付金
死亡した日の積立金相当額

・災害死亡給付金と死亡給付金は重複してお支払いしません。

・不慮の事故については 41ページをご覧ください。
・所定の特定感染症については 42ページをご覧ください。

ただし

給付金などのお支払いについての留意事項」も必ずご確認ください。各特約について詳しくは「ご契約のしおり 定款・約款」をあわせてご確認ください。

健
康
増
進

－

●健康診断の結果の提出がない場合は、健康サポート・キャッシュバックはお支払いしません。

健康サポート・キャッシュバック特約（2021）1

健康増進 その他の保障等

－

そ
の
他
の
保
障
等

●この特約に更新はありません。この特約は保険期間が満了した場合、消滅します。
●保険期間満了時に生存しているときは、保険料充当金額を充当原資として保険料充当特約に移管します。保険料充当金額が保険料充当特約に充当原
資として移管された場合、充当期間中、充当原資を分割して毎回の保険料に充当します。

保険料充当原資積立特約1
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死亡保険金額
1,000万円の場合

家計保障年金年額
120万円の場合

万一の保障

●年金支払対象期間は、当社の定める取扱いの範囲内で設定することができます。
●第１回の年金支払事由発生日から年金支払対象期間の満了日までの期間が５年に満たないときには、第１回の年金の支払事由発生日から
起算して５年間とします。

家計保障年金特約1

0 00

定期保険特約
終身保険特約 家計保障年金特約 1

●死亡または所定の身体障害表の第１級の障害状態（高度
障害状態）に該当したとき

死亡保険金・高度障害保険金
死亡保険金額

1,000万円

・死亡保険金・高度障害保険金のいずれかをお支払いした場合、
特約は消滅し、重複してお支払いしません。
・終身保険特約の付加できる死亡保険金額は200万円までです。

・所定の身体障害表の第１級の障害状態（高度障害状態）につい
ては 39ページをご覧ください。

●第１回の家計保障年金
 死亡したとき
●第２回以後の家計保障年金
 第１回の家計保障年金が支払われた場合で、年金支払対象期間
中に、年金支払日※が到来したとき

家計保障年金
家計保障年金年額×年金支払対象期間

120万円×年金支払対象期間
※ 第１回の家計保障年金の支払事由発生日の年単位の応当日をい
います。

●第１回の高度障害年金
 所定の身体障害表の第１級の障害状態（高度障害状態）に該当
したとき
●第２回以後の高度障害年金
 第１回の高度障害年金が支払われた場合で、年金支払対象期間
中に、年金支払日※が到来したとき

高度障害年金
家計保障年金年額と同額×
年金支払対象期間

120万円×年金支払対象期間
※ 第１回の高度障害年金の支払事由発生日の年単位の応当日をい
います。

・家計保障年金と高度障害年金は重複してお支払いしません。

・所定の身体障害表の第１級の障害状態（高度障害状態）につい
ては 39ページをご覧ください。

ただし

ただし

このマーク内の番号は、ページ下の「留意点」の番号に対応していますので、必ずご確認ください。また、74ページに記載の「保険金・
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保険契約者代理特約
（契約者手続サポート制度） 4

代理請求特約
（被保険者請求サポート制度） 5

●ご契約者が、ご契約に関する手続きを行なうことができ
ない特別な事情があるとき

あらかじめ指定された保険契約者代理人が、ご契約者に代わって
所定のお手続きを行なうことができます

・保険契約者代理特約について詳しくは 47～ 48ページをご覧くだ
さい。

●被保険者がお受取りになる保険金などについて、被保険者
本人がご請求できない特別な事情があるとき

代理請求人が被保険者に代わって
保険金などをご請求できます

・代理請求特約について詳しくは 48～ 49ページをご覧ください。

●保険契約者代理人による手続きができる場合（例）
・ご契約者が、傷害または疾病等によりご契約に関する手続きの意思表示ができない場合
・ご契約者と被保険者が同一人で、被保険者の病名などを知らされていないため、保険料払込免除の請求ができない場合
●保険契約者代理人による代理可能な手続き
・保険契約者代理人がご契約者に代わって行なうことができるのは、住所変更、保険金額の減額、解約などの手続きです
●ご契約者が法人のご契約の場合は、保険契約者代理特約を付加することはできません。
※2023年6月以降を契約日・中途付加日とするご契約からお取扱いできます（お取扱開始日は保険商品によって異なります）。

保険契約者代理特約（契約者手続サポート制度）4

●代理請求できる場合（例）
・被保険者本人が事故や病気で寝たきりなどの状態になり、保険金などのご請求を行なう意思表示が困難な場合
・被保険者本人ががんなどの病名や余命６ヵ月以内であることを知らされていないため、保険金などをご請求できない場合
●代理請求できる保険金など
・被保険者が受取人となる保険金など
・ご契約者と被保険者が同一人である場合の保険料払込免除
●満期保険金、個人年金保険の年金、祝金、すえ置かれた保険金などは代理請求できません。
●死亡保険金等受取人が法人の場合は付加できません。

代理請求特約（被保険者請求サポート制度）5

付金などのお支払いについての留意事項」も必ずご確認ください。各特約について詳しくは「ご契約のしおり 定款・約款」をあわせてご確認ください。

－－
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その他の保障等

リビング・ニーズ特約 2 重度がん保険金前払特約 3

●余命６ヵ月以内と判断されるとき

死亡保険金などの全部または一部をご請求できます
対象となる死亡保険金額の範囲内で最高

3,000万円

・リビング・ニーズ特約について詳しくは 45～ 47ページをご覧く
ださい。

●所定の悪性新生物（がん）と医師によって診断確定され、
標準的な治療の指針にもとづく治療をすべて受けたが効
果がなかったなどと判断されるとき

死亡保険金などの全部または一部をご請求できます
対象となる死亡保険金額の範囲内で最高

3,000万円

・重度がん保険金前払特約について詳しくは 45～ 47ページをご覧
ください。

●特約保険金のお支払いにあたっては、当社の定める取扱いの範囲内で被保険者が指定した金額（指定保険金額）から３年分の利息と３年
分の保険料相当額を差し引きます。

重度がん保険金前払特約3

●特約保険金のお支払いにあたっては、当社の定める取扱いの範囲内で被保険者が指定した金額（指定保険金額）から、６ヵ月分の利息と
６ヵ月分の保険料相当額を差し引きます。

リビング・ニーズ特約2

留意点
!

0 このマーク内の番号は、ページ下の「留意点」の番号に対応していますので、必ずご確認ください。また、74ページに記載の「保険金・給
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24次ページへ続く

生活サポート定期保険特約・生活サポート終身年金特約
●お支払いの対象となる日常生活制限状態

１． 身体障害者障害
程度等級表の級
別１級・２級

肢体不自由もしくは胸腹部臓器
の機能障害のいずれか※または
障害の種類を問わず複数の障害
により身体障害者福祉法（昭和
24年法律第283号）に基づき、
身体障害者障害程度等級の１級
または２級の身体障害者手帳の
交付を受けたもの

※身体障害者障害程度等級表
で定める身体上の障害のう
ち、肢体不自由および胸腹部
臓器の機能障害以外の障害
（視覚障害や聴覚障害など）
は対象になりません。

＜参考＞身体障害者障害程度等級表　抜粋
級別

障害の種類 １級 ２級

上肢

①両上肢の機能を全廃したもの
② 両上肢を手関節以上で欠くも
の

①両上肢の機能の著しい障害
② 両上肢のすべての指を欠くも
の
③ 一上肢を上腕の２分の１以上
で欠くもの
④一上肢の機能を全廃したもの

下肢
①両下肢の機能を全廃したもの
② 両下肢の大腿の２分の１以上
で欠くもの

①両下肢の機能の著しい障害
② 両下肢を下腿の２分の１以上
で欠くもの

体幹

体幹の機能障害により坐ってい
ることができないもの

① 体幹の機能障害により坐位又
は起立位を保つことが困難な
もの
② 体幹の機能障害により立ちあ
がることが困難なもの

乳
幼
児
期
以
前
の
非
進
行

性
の
脳
病
変
に
よ
る
運
動

機
能
障
害

上肢機能

不随意運動・失調等により上肢
を使用する日常生活動作がほと
んど不可能なもの

不随意運動・失調等により上肢
を使用する日常生活動作が極度
に制限されるもの

移動機能

不随意運動・失調等により歩行
が不可能なもの

不随意運動・失調等により歩行
が極度に制限されるもの

心臓機能障害
心臓の機能の障害により自己の
身辺の日常生活活動が極度に制
限されるもの

̶

じん臓機能障害
じん臓の機能の障害により自己
の身辺の日常生活活動が極度に
制限されるもの

̶

呼吸器機能障害
呼吸器の機能の障害により自己
の身辺の日常生活活動が極度に
制限されるもの

̶

ぼうこう又は
直腸の機能障害

ぼうこう又は直腸の機能の障害
により自己の身辺の日常生活活
動が極度に制限されるもの

̶

小腸機能障害
小腸の機能の障害により自己の
身辺の日常生活活動が極度に制
限されるもの

̶

肝臓機能障害 肝臓の機能の障害により日常生
活活動がほとんど不可能なもの

肝臓の機能の障害により日常生
活活動が極度に制限されるもの

●2023年2月現在の身体障害者福祉法に基づき記載しています。
●上表の「上肢」から「乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害」までが「肢
体不自由」、「心臓機能障害」から「肝臓機能障害」までが「胸腹部臓器の機能障害」にあ
たります。

２． 公的介護保険制
度の要介護３・
４・５

公的介護保険制度に基づき、要
介護３、４または５の状態に該
当すると認定され、その認定が
効力を生じたもの

（１） 「公的介護保険制度」とは、次の法律に基づく介護保険制度をいいます。
 介護保険法（平成９年法律第123号）
（２） 「要介護３、４または５の状態」とは、「要介護認定等に係る介護認定審査会による審

査及び判定の基準等に関する省令（厚生省令第58号、平成11年４月30日現在）」第１
条第１項に規定する次の状態をいいます。

 要介護３： 要介護認定等基準時間が70分以上90分未満である状態（当該状態に相当
すると認められないものを除く。）又はこれに相当すると認められる状態

 要介護４： 要介護認定等基準時間が90分以上110分未満である状態（当該状態に相当
すると認められないものを除く。）又はこれに相当すると認められる状態

 要介護５： 要介護認定等基準時間が110分以上である状態（当該状態に相当すると認
められないものを除く。）又はこれに相当すると認められる状態

３．寝たきり

寝たきりによる要介護状態に該
当し、その状態が該当した日か
ら起算して継続して180日ある
と医師によって診断確定された
もの

「寝たきりによる要介護状態に該当」とは、常時寝たきり状態で、 26ページ別表のａに該当
し、かつ、 26ページ別表のｂ～ｅのうち２項目以上に該当して他人の介護を要する状態をい
います。

別
表
等
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給与・家計サポート特約
●お支払いの対象となる所定の就業制限状態

１．入院 新・入院特約または終身入院特約の入院給付金が支払われる入院をしていること※１

２． 定期的な訪問診
療による在宅医
療

日本国内の自宅等（病院または診療所以外の施設※２を含みます）において、医師の指示・診療に基づく医師または看護師
等の訪問による 計画的な治療  を受け、その治療に専念していること※３

「計画的な治療」 とは

診療報酬点数表のうち、次のいずれかの算定対象となる診療や管理指導等※４をいいます。
・ 在宅医療に区分される在宅患者診療・指導料（往診料および救急搬送診療料を除きます）
・精神科在宅患者支援管理料または精神科訪問看護・指導料

※１  入院給付金が支払われない日（お支払日数の上限を超えた場合等）がある場合、所定の就業制限状態が30日間継続したことにはならないため、
給与・家計サポート給付金はお支払いしません。新・入院特約または終身入院特約のお支払いの対象となる入院については、 3 ページをご覧くだ
さい。

※２  例えば、障害者総合支援法に基づく障害者支援施設等をいいます。
※３  退院後通院治療保障特約（2021）などにおける「在宅医療」の定義とは異なります。例えば、退院後通院治療保障特約（2021）の「在宅医療」

の対象となる往診は、お支払いの対象とはなりません。
※４  労災（労働者災害補償保険）が適用される場合など、「公的医療保険制度の保険給付の対象」とならず診療報酬点数が算定されないときでも、在

宅患者診療・指導料が算定される場合と同等の治療が行なわれていると判断される場合は「計画的な治療」とします。

＜給与・家計サポート給付金における「定期的な訪問診療による在宅医療」について＞
●「定期的な訪問診療による在宅医療」は、一般的に、診療方針などについての計画書の内容を、治療を受ける本人（またはそのご家族など）に医師
が説明し、同意を得たうえで開始されます。
●「定期的な訪問診療による在宅医療」の開始日は、医師の診断書に記載された以下の日などを参考にして判断します。
・被保険者の自宅等への医師または看護師等の初回訪問日
・診療報酬点数表の在宅患者診療・指導料の初回算定日
・「定期的な訪問診療による在宅医療」開始にあたって被保険者（またはご家族など）が同意書に署名された日
●「定期的な訪問診療による在宅医療」による「計画的な治療」を受けた場合、医療機関が発行した診療明細書に往診料および救急搬送診療料以外の「在
宅患者診療・指導料」が算定・記載されていることをあらかじめご確認ください。ご請求については別途、当社所定の請求書・診断書等が必要です。

＜ご参考＞「定期的な訪問診療による在宅医療」における「計画的な治療」を受けた場合に算定される「在宅患者診療・指導料」（2023年2月現在）

在宅患者訪問診療料（（Ⅰ）・（Ⅱ）） 訪問看護指示料

在宅時医学総合管理料 介護職員等喀痰吸引等指示料

施設入居時等医学総合管理料 在宅患者訪問薬剤管理指導料

在宅がん医療総合診療料 在宅患者訪問栄養食事指導料

在宅患者訪問看護・指導料 在宅患者連携指導料

同一建物居住者訪問看護・指導料 在宅患者緊急時等カンファレンス料

在宅患者訪問点滴注射管理指導料 在宅患者共同診療料

在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料 在宅患者訪問褥
じょく

瘡
そう

管理指導料

（注） 上記の「在宅患者診療・指導料」は、2023年2月現在の診療報酬点数に基づくものであり、診療報酬点数等の改正等に伴い、将来変更される可
能性があります。

●診療・管理指導等を受けたときでも、往診料や救急搬送診療料のみが算定される場合は、「定期的な訪問診療による在宅医療」には該当しません。
●領収証の「在宅医療」の欄には往診料や救急搬送診療料のみ算定されている場合でも点数が記載されるため、領収証だけでは、お支払いの対象とな
るか判断することができません。診療明細書もあわせてご確認ください。
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前ページより

別表

ａ．歩行（歩幅や速度は問わず立った状態から５ｍ以上歩くこと）
　　杖、歩行器等の補助用具を使用したり、壁で手を支えたりしても、自分では歩行できず、他人が体を支える等の直接的な介護を要する。

ｂ．衣服の着脱（用意された衣服を着たり、脱いだりすること。収納場所からの出し入れ等は含まない）
　　補助用具を使用したり、衣服を工夫したりしても、自分では衣服の着脱ができず、他人が衣服を着せる等の直接的な介護を要する。

ｃ．入浴（浴槽を出入りすること。洗身や浴室への移動、衣服の着脱等は含まない）
　　補助用具を使用したり、浴槽を工夫したりしても、自分では入浴できず、他人が体を支える等の直接的な介護を要する。

ｄ．食物の摂取（用意された食物を食べること。調理・配膳・後片付け等は含まない）
　　補助用具を使用したり、食物を選定・工夫したりしても、自分では食物の摂取ができず、他人が食物を口に運ぶ等の直接的な介護を要する。

ｅ．排泄の後始末（大小便の排泄後の身体の汚れを拭き取ること）
　　補助用具を使用しても、自分では排泄の後始末ができず、他人が汚れを拭き取る等の直接的な介護を要する。

（注）上記について、時間帯や外的環境によって状況が異なる場合には、より頻回にみられる状況や日頃の状況に基づくものとします。

がん保障特約（2023）、がん保険料払込免除特約
●お支払いの対象となる所定の悪性新生物（がん）
対象となる悪性新生物とは、平成27年２月13日総務省告示第35号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要
ⅠCD－10（2013年版）準拠」に記載された分類項目中、表①の基本分類コードに規定される内容によるもので、かつ、厚生労働省大臣官房統計情報
部編「国際疾病分類－腫瘍学 第３版」中、新生物の性状を表す第５桁コードが表②にあたるものをいいます。

＜がん保障特約（2023）について＞
●「新たに所定の悪性新生物（がん）と医師によって診断確定されたとき」とは、次のいずれかの悪性新生物（がん）について医師によって診断確定
されたときをいいます。
１． すでに支払われたがん保険金の対象となった悪性新生物（がん）が、内視鏡検査、画像検査または血液検査等により認められない状態になった後、
再発したもの

２． すでに支払われたがん保険金の対象となった悪性新生物（がん）が、遠隔転移したもの（同一臓器内での転移は除きます）。なお、皮膚や骨などは、
それぞれ「同一臓器」です。したがって、例えば手の皮膚に悪性黒色腫が発生（診断確定）したあとに、その悪性黒色腫が足の皮膚に転移した
場合は、同一臓器内の転移にあたります。

３．すでに支払われたがん保険金の対象となった悪性新生物（がん）とは関係ない、新たに生じた悪性新生物（がん）

●身体障害者福祉法（身体障害者福祉法施行令および身体障害者福祉法施行規則等を含みます。）および公的介護保険制度の改正が行なわれた場合に
は、主務官庁の認可を得て、この特約の支払事由を変更することがあります。支払事由を変更する場合、改正に関する法令の公布の日から６ヵ月以
内にあらかじめ連絡します。

表① 対象となる悪性新生物の基本分類コード
分類項目 基本分類コード

口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物＜腫瘍＞
消化器の悪性新生物＜腫瘍＞
呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物＜腫瘍＞
骨及び関節軟骨の悪性新生物＜腫瘍＞
皮膚の悪性黒色腫
中皮及び軟部組織の悪性新生物＜腫瘍＞
乳房の悪性新生物＜腫瘍＞
女性生殖器の悪性新生物＜腫瘍＞
男性生殖器の悪性新生物＜腫瘍＞
腎尿路の悪性新生物＜腫瘍＞
眼、脳及びその他の中枢神経系の部位の悪性新生物＜腫瘍＞
甲状腺及びその他の内分泌腺の悪性新生物＜腫瘍＞
部位不明確、続発部位及び部位不明の悪性新生物＜腫瘍＞
リンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物＜腫瘍＞
独立した（原発性）多部位の悪性新生物＜腫瘍＞
性状不詳または不明の新生物※1 ＜腫瘍＞
血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害

Ｃ00－Ｃ14
Ｃ15－Ｃ26
Ｃ30－Ｃ39
Ｃ40－Ｃ41
Ｃ43

Ｃ45－Ｃ49
Ｃ50

Ｃ51－Ｃ58
Ｃ60－Ｃ63
Ｃ64－Ｃ68
Ｃ69－Ｃ72
Ｃ73－Ｃ75
Ｃ76－Ｃ80
Ｃ81－Ｃ96
Ｃ97

Ｄ37－Ｄ48
Ｄ50－Ｄ89

表② 対象となる新生物の性状を表す第5桁コード
対象となる新生物の性状を表す第5桁コード

/3…悪性、原発部位
/6…悪性、転移部位
 悪性、続発部位
/9…悪性、原発部位または転移部位の別不詳

（注）以下は、対象となる悪性新生物に含みません。
●上皮内癌（乳房・膀胱・腎盂・尿管等の非浸潤癌・非侵襲癌、
大腸の粘膜内癌等）および皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚癌
●国際対がん連合（UICC）の「TNM分類」が「T0」のも
の

備考
※１  例えば、真正赤血球増加症＜多血症＞（Ｄ45）、骨髄異形成症候群（Ｄ46）、慢性骨髄増殖性疾患（Ｄ47.1）、本態性（出血性）血小板血症（Ｄ

47.3）です。
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４．認知症

認知症による要介護状態に該当
し、その状態が該当した日から
起算して継続して180日あると
医師によって診断確定されたも
の

「認知症による要介護状態に該当」とは、器質性認知症と診断確定され、意識障害のない状
態における見当識障害が日常的かつ継続的にあり、かつ、 26ページ別表のｂ～ｅいずれかに
該当して他人の介護を要する状態をいいます。なお、ここに、
Ａ．器質性認知症
ａ． 「器質性認知症と診断確定」とは、次の①、②のすべてに該当する「器質性認知症」
であることを、医師の資格を持つ者により診断確定された場合をいいます。

①脳内に後天的におこった器質的な病変あるいは損傷を有すること
② 正常に成熟した脳が、①による器質的障害により破壊されたために、一度獲得された
知能が持続的かつ全般的に低下したものであること
ｂ． 前ａの「器質性認知症」、「器質的な病変あるいは損傷」および「器質的障害」とは、
次のとおりとします。

①「器質性認知症」
「器質性認知症」とは、平成27年２月13日総務省告示第35号に基づく厚生労働省
大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ⅠCDー10（2013年版）
準拠」に記載された分類項目中、次の基本分類番号に規定される内容によるものをい
います。

分類項目 基本分類番号

アルツハイマー病の認知症
血管性認知症
ピック病の認知症
クロイツフェルト・ヤコブ病の認知症
ハンチントン病の認知症
パーキンソン病の認知症
ヒト免疫不全ウイルス［HIV］病の認知症
他に分類されるその他の明示された疾患の認知症
詳細不明の認知症
せん妄、アルコールその他の精神作用物質によらないもの（F05）
のうち
・せん妄、認知症に重なったもの
神経系のその他の変性疾患、他に分類されないもの（Ｇ31）のうち
・神経系のその他の明示された変性疾患
（レヴィ小体型認知症に限ります）

F00
F01
F02.0
F02.1
F02.2
F02.3
F02.4
F02.8
F03

F05.1

Ｇ31.8

平成27年２月13日以後に改訂された厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷
害及び死因の統計分類提要」において、上記疾病以外に該当する疾病がある場合に
は、その疾病も含むものとします。
②「器質的な病変あるいは損傷」、「器質的障害」
「器質的な病変あるいは損傷」、「器質的障害」とは、各種の病因または傷害によっ
て引き起こされた、画像診断により直接証明される病変あるいは損傷、障害のことを
いいます（画像診断が得られない場合には、他の所見による証明も認めることがあり
ます）。

Ｂ．意識障害
「意識障害」とは、次のようなものをいいます。
通常、対象を認知し、周囲に注意を払い、外からの刺激を適確に受け取って反応する
ことのできる状態を意識がはっきりしているといいますが、この意識が障害された状態
を意識障害といいます。
意識障害は、通常大きく分けて意識混濁と意識変容とにわけられます。
意識混濁とは意識が曇っている状態で、その障害の程度により、軽度の場合、傾眠

（うとうとしているが、刺激により覚醒する状態）、中度の場合、昏眠（覚醒させること
はできないが、かなり強い刺激には、一時的に反応する状態）、高度の場合、昏睡（精
神活動は停止し、全ての刺激に反応性を失った状態）にわけられます。
意識変容は、特殊な意識障害であり、これにはアメンチア（意識混濁は軽いが、応答
は支離滅裂で、自分でも困惑した状態）、せん妄（比較的高度の意識混濁－意識の程度
は動揺しやすい－に加えて、錯覚・幻覚を伴い不安、不穏、興奮などを示す状態）およ
びもうろう状態（意識混濁の程度は軽いが、意識の範囲が狭まり、外界を全般的に把握
することができない状態）などがあります。

Ｃ．見当識障害
「見当識障害」とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。
（ａ）時間の見当識障害：季節または朝・真昼・夜のいずれかの認識ができない。
（ｂ）場所の見当識障害：今住んでいる自分の家または今いる場所の認識ができない。
（ｃ）人物の見当識障害：日頃接している周囲の人の認識ができない。

５．高度障害 所定の身体障害表の第１級の障
害状態に該当したもの

身体障害表の第１級の障害状態については 39ページをご覧ください。

６． 片側半身の障害

片側１上肢および１下肢の用を
全く永久に失ったもの

「用を全く永久に失ったもの」とは、完全に、上・下肢の運動機能を失ったものをいい、下
表に定める上・下肢の完全運動麻痺、または上・下肢においてそれぞれ３大関節（上肢にお
いては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節）
の完全強直で、回復の見込みのない場合をいいます。
（表）上・下肢の完全運動麻痺

上肢においては肩関節以下、下肢においてはまた関節以下の部分において、筋の収縮が
みられないもの、または、筋の収縮は軽度にみられるものの運動はできないもの

補足　 高度障害、片側半身の障害の判定に際しては、障害状態の様態により、障害状態に該当している期間が180日以上であるなどの経過観察日数を
設けて判断することがあります。
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表① 対象となる特定の上皮内新生物の基本分類コード
分類項目 基本分類コード

乳房の上皮内癌/非浸潤性癌
子宮頚（部）の上皮内癌
その他及び部位不明の生殖器の上皮内癌のうち
・子宮内膜
・外陰部
・膣
・その他及び部位不明の女性生殖器

Ｄ05
Ｄ06

Ｄ07.0
Ｄ07.1
Ｄ07.2
Ｄ07.3

表② 対象となる特定の新生物の性状を表す第５桁コード
新生物の性状を表す第５桁コード

/２…上皮内癌
 上皮内
 非浸潤性
 非侵襲性

●「新たに特定の悪性新生物（がん）と医師によって診断確定されたとき」とは、次のいずれかの特定の悪性新生物（がん）について医師によって診
断確定されたときをいいます。
１． すでに支払われた女性がん診断保険金の対象となった特定の悪性新生物（がん）が、内視鏡検査、画像検査または血液検査等により認められな
い状態になった後、再発したもの

２． すでに支払われた女性がん診断保険金の対象となった特定の悪性新生物（がん）が、別の臓器に遠隔転移したもの（同一臓器内での転移は除き
ます）

３．すでに支払われた女性がん診断保険金の対象となった特定の悪性新生物（がん）とは関係のない、新たに生じた特定の悪性新生物（がん）

●お支払いの対象となる特定の上皮内新生物
対象となる特定の上皮内新生物とは、以下の１および２をいいます。
１． 平成27年２月13日総務省告示第35号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ⅠCD－10（2013年版）準
拠」に記載された分類項目中、表①の基本分類コードに規定される内容によるもので、かつ、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類－
腫瘍学 第３版」中、新生物の性状を表す第5桁コードが表②にあたるもの

●女性がん治療給付金におけるお支払いの対象となる抗がん剤、ホルモン剤または分子標的薬
対象となる抗がん剤、ホルモン剤または分子標的薬とは、薬物治療を受けた時点において厚生労働大臣の承認を受けた医薬品のうち、次のすべてを満
たす医薬品をいいます。
（１） 厚生労働大臣による製造販売の承認時に、がんの治療に対する効能または効果が認められたこと
（２） がん細胞の増殖・生存を阻害し、そのがん細胞の死滅・増殖抑制を通じてがんの治癒や再発予防を目的として使用されたこと
（３） 世界保健機関の解剖治療化学分類法による医薬品のうち、L01（抗悪性腫瘍薬）、L02（内分泌療法）、L03（免疫賦活薬）、L04（免疫抑制薬）ま

たはV10（治療用放射性医薬品）に分類されること

●がん検診支援給付金における対象期間について
○「対象期間」とは、次の期間をいいます。

第１回目の対象期間 「対象期間起算日＊」から「その２年後に到来する年単位の契約応当日の前日」までの期間

第２回目以降の対象期間 「直前の対象期間満了日の翌日」から「その２年後に到来する年単位の契約応当日の前日」までの各期間

＊「対象期間起算日」は、以下の日をいいます。

ご契約時に付加した場合 責任開始日

保障見直し時に付加した場合※２ ・特約の中途付加日が年単位の契約応当日と一致する場合は、中途付加日
・特約の中途付加日が年単位の契約応当日と一致しない場合は、中途付加日の直前の年単位の契約応当日

※２  保障見直し前にこの特約が付加されていない場合をいいます。なお、更新前または保障見直し前にこの特約が付加されている場合は、更新後また
は保障見直し後もその対象期間起算日を引き継ぎます。

●がん検診支援給付金における「異常指摘がないこと」について
・ 「異常指摘がない」とは、乳がん検診または子宮頸がん検診の受診結果が、以下のいずれかの場合をいいます。
①医師によってがんの疑いがないと判定された場合
②要経過観察と判定された場合
③６ヵ月より先の再受診の指示を受けた場合
　なお、期間の定めのない再受診の指示を受けた場合は除きます。
・ 乳がん検診または子宮頸がん検診の結果で異常指摘があったものの、再受診をした結果、異常指摘がなかったときは、異常指摘がなかったものとし
て取り扱います。
・ 乳がん検診および子宮頸がん検診をそれぞれ１回以上受診した場合、いずれかの検診結果において異常指摘がなかったときは、異常指摘がなかった
ものとして取り扱います。

２． 子宮頚部、膣部および外陰部の中等度異形成
（注）国際対がん連合（UICC）の「TNM分類」が「T0」のものは、対象となる上皮内新生物に含みません。
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がん・上皮内新生物保障特約
●お支払いの対象となる悪性新生物（がん）・上皮内新生物
対象となる悪性新生物・上皮内新生物とは、以下の１および２をいいます。
１． 平成27年２月13日総務省告示第35号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ⅠCD－10（2013年版）準
拠」に記載された分類項目中、表①の基本分類コードに規定される内容によるもので、かつ、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類－
腫瘍学 第３版」中、新生物の性状を表す第５桁コードが表②にあたるもの

がん検診支援給付金付女性がん保障特約（2023）
●お支払いの対象となる特定の悪性新生物（がん）
対象となる特定の悪性新生物とは、平成27年２月13日総務省告示第35号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類
提要ⅠCD－10（2013年版）準拠」に記載された分類項目中、表①の基本分類コードに規定される内容によるもので、かつ、厚生労働省大臣官房統計
情報部編「国際疾病分類－腫瘍学 第３版」中、新生物の性状を表す第5桁コードが表②にあたるものをいいます。

表① 対象となる特定の悪性新生物の基本分類コード
分類項目 基本分類コード

乳房の悪性新生物＜腫瘍＞
外陰部の悪性新生物＜腫瘍＞
膣の悪性新生物＜腫瘍＞
子宮頚部の悪性新生物＜腫瘍＞
子宮体部の悪性新生物＜腫瘍＞
子宮の悪性新生物＜腫瘍＞、部位不明
卵巣の悪性新生物＜腫瘍＞
その他及び部位不明の女性生殖器の悪性新生物＜腫瘍＞
胎盤の悪性新生物＜腫瘍＞
リンパ節の続発性及び部位不明の悪性新生物＜腫瘍＞※１
呼吸器及び消化器の続発性悪性新生物＜腫瘍＞※１
その他の部位及び部位不明の続発性悪性新生物＜腫瘍＞※１
卵巣の続発性悪性新生物＜腫瘍＞
その他の明示された部位の続発性悪性新生物＜腫瘍＞のうち、
以下のもの
・転移性乳癌
・転移性子宮癌
・転移性膣癌

Ｃ50
Ｃ51
Ｃ52
Ｃ53
Ｃ54
Ｃ55
Ｃ56
Ｃ57
Ｃ58
Ｃ77
Ｃ78
Ｃ79
Ｃ79.6
Ｃ79.8

※１  ただし、基本分類コードＣ50－Ｃ58の原発性がんを原因とするものに限ります。

表② 対象となる特定の新生物の性状を表す第５桁コード
新生物の性状を表す第５桁コード

/３…悪性、原発部位
/６…悪性、転移部位
 悪性、続発部位
/９…悪性、原発部位または転移部位の別不詳

（注）以下は、対象となる悪性新生物に含みません。
●上皮内癌（乳房等の非浸潤癌・非侵襲癌等を含む）
●国際対がん連合（UICC）の「TNM分類」が「T0」のも
の

表① 対象となる悪性新生物・上皮内新生物の基本分類コード
分類項目 基本分類コード

口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物＜腫瘍＞
消化器の悪性新生物＜腫瘍＞
呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物＜腫瘍＞
骨及び関節軟骨の悪性新生物＜腫瘍＞
皮膚の黒色腫及びその他の皮膚の悪性新生物
中皮及び軟部組織の悪性新生物＜腫瘍＞
乳房の悪性新生物＜腫瘍＞
女性生殖器の悪性新生物＜腫瘍＞
男性生殖器の悪性新生物＜腫瘍＞
腎尿路の悪性新生物＜腫瘍＞
眼、脳及びその他の中枢神経系の部位の悪性新生物＜腫瘍＞
甲状腺及びその他の内分泌腺の悪性新生物＜腫瘍＞
部位不明確、続発部位及び部位不明の悪性新生物＜腫瘍＞
リンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物＜腫瘍＞
独立した（原発性）多部位の悪性新生物＜腫瘍＞
上皮内新生物＜腫瘍＞
性状不詳または不明の新生物※1＜腫瘍＞
血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害

Ｃ00－Ｃ14
Ｃ15－Ｃ26
Ｃ30－Ｃ39
Ｃ40－Ｃ41
Ｃ43－Ｃ44
Ｃ45－Ｃ49
Ｃ50

Ｃ51－Ｃ58
Ｃ60－Ｃ63
Ｃ64－Ｃ68
Ｃ69－Ｃ72
Ｃ73－Ｃ75
Ｃ76－Ｃ80
Ｃ81－Ｃ96
Ｃ97

Ｄ00－Ｄ09
Ｄ37－Ｄ48
Ｄ50－Ｄ89

表② 対象となる新生物の性状を表す第5桁コード
新生物の性状を表す第５桁コード

/2…上皮内癌
 上皮内
 非浸潤性
 非侵襲性
/3…悪性、原発部位
/6…悪性、転移部位
 悪性、続発部位
/9…悪性、原発部位または転移部位の別不詳

備考
※１  例えば、真正赤血球増加症＜多血症＞（Ｄ45）、骨髄異形成症候群（Ｄ46）、慢性骨髄増殖性疾患（Ｄ47.1）、本態性（出血性）血小板血症（Ｄ

47.3）です。
２． 子宮頚部、膣部、外陰部および肛門部の中等度異形成
（注）国際対がん連合（UICC）の「TNM分類」が「T0」のものは、対象となる上皮内新生物に含みません。
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●特定自費診療がん薬物治療給付金のお支払いの対象となる所定の病院等
下表のがん診療連携拠点病院等または日本臨床腫瘍学会認定研修施設をいいます。なお、これらに準ずると当社が認めた日本国内の医療機関を含み、
また当該医療機関の名称が変更となった場合は、変更後の名称の医療機関を含みます。

明治安田のしっかりそなえるがん終身保険 ベストスタイル、メディカルスタイル F

がん診療連携拠点病院等

厚生労働大臣が指定する
・都道府県がん診療連携拠点病院
・地域がん診療連携拠点病院
・特定領域がん診療連携拠点病院
・地域がん診療病院
・国立研究開発法人国立がん研究センター
・がんゲノム医療中核拠点病院
・がんゲノム医療拠点病院
・がんゲノム医療連携病院

厚生労働大臣が指定する
・都道府県がん診療連携拠点病院
・地域がん診療連携拠点病院
・特定領域がん診療連携拠点病院
・地域がん診療病院
・国立研究開発法人国立がん研究センター
・がんゲノム医療中核拠点病院
・がんゲノム医療拠点病院
・がんゲノム医療連携病院
・小児がん拠点病院
・小児がん中央機関

日本臨床腫瘍学会認定研修施設 公益社団法人日本臨床腫瘍学会によって認定研修施設と認められた施設

●特定自費診療がん薬物治療給付金のお支払いの対象となる自費診療による特定の薬物治療
薬物治療を受けた時点において、次の条件をすべて満たす治療をいいます。
①公的医療保険制度の保険給付、厚生労働大臣が認める先進医療および選定療養の療養対象ではないこと
②下表の「医薬品の定義」に該当する医薬品を使用するものであること
③ 世界保健機関（WHO）の解剖治療化学分類法による医薬品分類（ATC分類）のうち、下表の「医薬品分類」に該当する医薬品を使用するもので
あること

医薬品の定義 医薬品分類

次の条件をすべて満たす抗がん剤、ホルモン剤または分子標的薬のことをいいます。
・適応外薬※3または未承認薬※4であること
・ 米国National Comprehensive Cancer Network (NCCN) ガイドラインが推奨する治療方針に基づ
き処方または投与される医薬品であること

L01（抗悪性腫瘍薬）
L02（内分泌療法）
L03（免疫賦活薬）
L04（免疫抑制薬）
V10（治療用放射性医薬品）

※3  薬物治療を受けた時点において、厚生労働大臣による医薬品の製造販売の承認時に認められた効能・効果または用法・用量の範囲外で使用さ
れる医薬品をいいます。

※4 薬物治療を受けた時点において、厚生労働大臣による医薬品の製造販売の承認が与えられていない医薬品をいいます。
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がん治療充実終身保障特約、がん先進医療保障特約、特定自費診療がん薬物治療保障特約
●お支払いの対象となる所定の悪性新生物（がん）
対象となる悪性新生物とは、平成27年2月13日総務省告示第35号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要
ICD－10（2013年版）準拠」に記載された分類項目中、表①の基本分類コードに規定される内容によるもので、かつ、厚生労働省大臣官房統計情報
部編「国際疾病分類－ 腫瘍学 第3版」中、新生物の性状を表す第5桁コードが表②にあたるもの

表① 対象となる悪性新生物の基本分類コード
分類項目 基本分類コード

口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物＜腫瘍＞
消化器の悪性新生物＜腫瘍＞
呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物＜腫瘍＞
骨及び関節軟骨の悪性新生物＜腫瘍＞
皮膚の悪性黒色腫
中皮及び軟部組織の悪性新生物＜腫瘍＞
乳房の悪性新生物＜腫瘍＞
女性生殖器の悪性新生物＜腫瘍＞
男性生殖器の悪性新生物＜腫瘍＞
腎尿路の悪性新生物＜腫瘍＞
眼、脳及びその他の中枢神経系の部位の悪性新生物＜腫瘍＞
甲状腺及びその他の内分泌腺の悪性新生物＜腫瘍＞
部位不明確、続発部位及び部位不明の悪性新生物＜腫瘍＞
リンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物＜腫瘍＞
独立した（原発性）多部位の悪性新生物＜腫瘍＞
性状不詳または不明の新生物※1 ＜腫瘍＞
血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害

Ｃ00－Ｃ14
Ｃ15－Ｃ26
Ｃ30－Ｃ39
Ｃ40－Ｃ41
Ｃ43

Ｃ45－Ｃ49
Ｃ50

Ｃ51－Ｃ58
Ｃ60－Ｃ63
Ｃ64－Ｃ68
Ｃ69－Ｃ72
Ｃ73－Ｃ75
Ｃ76－Ｃ80
Ｃ81－Ｃ96
Ｃ97

Ｄ37－Ｄ48
Ｄ50－Ｄ89

表② 対象となる新生物の性状を表す第5桁コード
対象となる新生物の性状を表す第5桁コード

/3…悪性、原発部位
/6…悪性、転移部位
 悪性、続発部位
/9…悪性、原発部位または転移部位の別不詳

（注）以下は、対象となる悪性新生物に含みません。
●上皮内癌（乳房・膀胱・腎盂・尿管等の非浸潤癌・非侵襲癌、
大腸の粘膜内癌等）および皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚癌
●国際対がん連合（UICC）の「TNM分類」が「T0」のも
の

備考
※１  例えば、真正赤血球増加症＜多血症＞（Ｄ45）、骨髄異形成症候群（Ｄ46）、慢性骨髄増殖性疾患（Ｄ47.1）、本態性（出血性）血小板血症（Ｄ

47.3）です。

表① 対象となる悪性新生物・上皮内新生物の基本分類コード
分類項目 基本分類コード

口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物＜腫瘍＞
消化器の悪性新生物＜腫瘍＞
呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物＜腫瘍＞
骨及び関節軟骨の悪性新生物＜腫瘍＞
皮膚の黒色腫及びその他の皮膚の悪性新生物
中皮及び軟部組織の悪性新生物＜腫瘍＞
乳房の悪性新生物＜腫瘍＞
女性生殖器の悪性新生物＜腫瘍＞
男性生殖器の悪性新生物＜腫瘍＞
腎尿路の悪性新生物＜腫瘍＞
眼、脳及びその他の中枢神経系の部位の悪性新生物＜腫瘍＞
甲状腺及びその他の内分泌腺の悪性新生物＜腫瘍＞
部位不明確、続発部位及び部位不明の悪性新生物＜腫瘍＞
リンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物＜腫瘍＞
独立した（原発性）多部位の悪性新生物＜腫瘍＞
上皮内新生物＜腫瘍＞
性状不詳または不明の新生物※2＜腫瘍＞
血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害

Ｃ00－Ｃ14
Ｃ15－Ｃ26
Ｃ30－Ｃ39
Ｃ40－Ｃ41
Ｃ43－Ｃ44
Ｃ45－Ｃ49
Ｃ50

Ｃ51－Ｃ58
Ｃ60－Ｃ63
Ｃ64－Ｃ68
Ｃ69－Ｃ72
Ｃ73－Ｃ75
Ｃ76－Ｃ80
Ｃ81－Ｃ96
Ｃ97

Ｄ00－Ｄ09
Ｄ37－Ｄ48
Ｄ50－Ｄ89

表② 対象となる新生物の性状を表す第5桁コード
新生物の性状を表す第５桁コード

/2…上皮内癌
 上皮内
 非浸潤性
 非侵襲性
/3…悪性、原発部位
/6…悪性、転移部位
 悪性、続発部位
/9…悪性、原発部位または転移部位の別不詳

備考
※２  例えば、真正赤血球増加症＜多血症＞（Ｄ45）、骨髄異形成症候群（Ｄ46）、慢性骨髄増殖性疾患（Ｄ47.1）、本態性（出血性）血小板血症（Ｄ

47.3）です。

●お支払いの対象となる悪性新生物（がん）・上皮内新生物
対象となる悪性新生物・上皮内新生物とは、以下の1および2をいいます。
１． 平成27年2月13日総務省告示第35号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD－10（2013年版）準拠」
に記載された分類項目中、表①の基本分類コードに規定される内容によるもので、かつ、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類－ 腫瘍
学 第3版」中、新生物の性状を表す第5桁コードが表②にあたるもの

２． 子宮頚部、膣部、外陰部および肛門部の中等度異形成
（注）国際対がん連合（UICC）の「TNM分類」が「T0」のものは、対象となる上皮内新生物に含みません。
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32次ページへ続く

重症化予防支援特約
●所定の疾病（所定の心疾患・脳血管疾患・糖尿病・高血圧性疾患・慢性腎臓病・肝疾患・慢性膵

すい

炎）による所定の状態

所定の疾病 所定の状態（入院・手術など）
発病した疾病（診断された疾病名）

所定の心疾患

狭心症 ・入院をしたとき
・入院を伴わない手術を受けたとき虚血性心疾患

急性心筋梗
こう

塞
そく
※１

・入院をしたとき
・入院を伴わない手術を受けたとき
・初診日から60日以上、労働制限を必要とする状態※２が継続したと医師によって
診断されたとき

所定の脳血管疾患

脳卒中
（くも膜下出血、脳内出血、脳梗塞）

・入院をしたとき
・入院を伴わない手術を受けたとき
・初診日から60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が
継続したと医師によって診断されたとき

その他の脳血管疾患
（脳動脈の閉塞および狭窄、一過性脳
虚血発作など）

・入院をしたとき
・入院を伴わない手術を受けたとき

所定の糖尿病

糖尿病（糖尿病性腎症）
・医師によって診断されたとき

糖尿病（糖尿病性網膜症）

糖尿病（糖尿病性神経障害） ・入院をしたとき
・入院を伴わない手術を受けたとき糖尿病（糖尿病性潰瘍・壊疽）

糖尿病 ・日常的かつ継続的なインスリン療法を180日間継続して受けたとき

所定の高血圧性疾患 高血圧性疾患
（高血圧性眼底、高血圧性網膜症※３） ・医師によって診断されたとき

所定の慢性腎臓病 慢性腎臓病 ・医師によって診断されたとき

所定の肝疾患
慢性肝炎 ・入院をしたとき

・入院を伴わない手術を受けたとき

肝硬変 ・医師によって診断されたとき

所定の慢性膵
すい

炎 慢性膵炎 ・医師によって診断されたとき

※１  慢性や陳旧性の心筋梗塞などは含まれません。
※２  軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動は制限を必要とする状態をいいます。
※３  キース・ワグナー分類において、２ｂ群、３群または４群の眼底所見を示す状態をいいます。キース・ワグナー分類については、 35ページ●キー

ス・ワグナー分類（Keith-Wagener分類、KW分類）をご覧ください。
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早期発見・治療支援特約
●要注意基準について
・「要注意基準に該当」とは、以下を満たす判定対象項目が１つ以上あることをいいます。

「直前の保険年度の健康サポート・キャッシュバックのキャッシュバックランクの判定に用いた健康診断※１の結果※２」においてA～C区分基準
に該当している判定対象項目が、「当該保険年度に提出された健康診断の結果」において、D区分基準に該当すること

判定対象項目 A～C区分基準 D区分基準

血圧＜mmHg＞ 収縮期159以下かつ拡張期99以下 収縮期160以上または拡張期100以上

尿蛋白 （＋）、（±）または（－） （２＋）以上

脂質（中性脂肪）＜mg/dL＞ 30以上499以下 29以下または500以上

肝機能＜U/L＞ GPT(ALT)50以下かつγ-GT(γ-GTP)100以下 GPT(ALT)51以上またはγ-GT(γ-GTP)101以上

糖代謝
HbA1c＜%＞ 6.4以下 6.5以上

血糖＜mg/dL＞ 125以下 126以上

＜要注意基準の判定にあたっての留意事項＞

血圧 収縮期血圧および拡張期血圧の両方の結果が提出されていることを要します。

肝機能 GPT(ALT)およびγ-GT(γ-GTP)の両方の結果が提出されていることを要します。

糖代謝 HbA1cまたは血糖のいずれかの結果が提出されていることを要します。
HbA1cと血糖の両方の結果が提出された場合は、HbA1cの結果により判定します。

※１  法令（労働安全衛生法等）に基づく医師による健康診断、自発的に受診した医師による健康診断などをいい、人間ドックや医療機関で受診
した検査や当社があらかじめ認めた検査機関で受診した検査も含みます。

※２  健康診断の受診日の属する保険年度の前保険年度において、健康診断が受診できないなどの理由で、健康サポート・キャッシュバックの
キャッシュバックランクの判定ができなかった場合は、「健康診断の受診日の属する保険年度の前３保険年度中に提出された健康診断の結果
のうち、最も新しい受診日の健康診断の結果」とします。

・ 「要注意基準に該当」の判定は、ご契約に付加された「健康サポート・キャッシュバック特約（2021）」に規定するキャッシュバックランクの判定
に用いた健康診断の結果により行ないます。
・ 早期発見・治療支援給付金のお支払後、その支払対象期間に対応する「要注意基準該当日」の属する保険年度中に受診した健康診断の結果を新たに
提出されても、「要注意基準に該当」の判定はしません。

●支払対象期間について
・「支払対象期間」は、「要注意基準該当日」から「要注意基準該当日の翌日を起算日として180日を経過するまでの期間」とします。
・「要注意基準該当日」とは、要注意基準に該当した健康診断の受診日※３をいいます。
・ 支払対象期間外に要注意基準該当項目に関する疾病の治療を目的とした通院または入院をした場合でも、当社がやむを得ない理由と認めたときは、
早期発見・治療支援給付金をお支払いします。
　（例）・医療機関の都合等により、健康診断の結果を受領するのに時間を要した場合
　　　・海外渡航や海外駐在などにより、すぐに医療機関を受診できなかった場合
※３  複数の検査等をあわせて「健康サポート・キャッシュバック特約（2021）」に定める必須項目を満たす場合を含みます。この場合、最も新しい

検査等の受診日を健康診断の受診日とみなします。

●その他ご留意いただきたい事項
・早期発見・治療支援特約の付加にあたっては、健康サポート・キャッシュバック特約（2021）の付加が必要です。
・早期発見・治療支援特約は、健康サポート・キャッシュバック特約（2021）が解約、解除などにより消滅したときに、同時に消滅します。
・健康サポート・キャッシュバック特約（2021）について 20、 42～ 44ページもあわせてご覧ください。

●公的医療保険制度の改正が行なわれた場合には、主務官庁の認可を得て、支払事由を変更することがあります。支払事由を変更する場合、改正に関
する法令の公布の日から６ヵ月以内にあらかじめ連絡します。
●一般的に行なわれる健康診断の項目等が将来変更された場合には、主務官庁の認可を得て、要注意該当項目および判定対象項目ごとのＡ～Ｃ区分基
準ならびにＤ区分基準等を変更することがあります。この場合、遅滞なく連絡します。
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●公的医療保険制度の改正が行なわれた場合には、主務官庁の認可を得て、支払事由を変更することがあります。支払事由を変更する場合、改正に関
する法令の公布の日から６ヵ月以内にあらかじめ連絡します。
●重症化予防支援保険金の支払事由にかかわる医療技術等が将来変更された場合には、主務官庁の認可を得て、この特約の支払事由を変更することが
あります。この場合、遅滞なく連絡します。

疾病名 分類項目 基本分類項目

所定の
糖尿病

９． 糖尿病性神経
障害

糖尿病（E10-E14）のうち
・ 神経（学的）合併症を伴う
もの

E10.4
E11.4
E12.4
E13.4
E14.4

10． 糖尿病性潰
瘍・壊疽

糖尿病（E10-E14）のうち
・末梢循環合併症を伴うもの E10.5

E11.5
E12.5
E13.5
E14.5

所定の
高血圧
性疾患

11． 高血圧性疾
患

高血圧性疾患 Ⅰ10－Ⅰ15

所定の
慢性
腎臓病

12． 慢性腎臓病 慢性腎臓病（N18）のうち
・慢性腎臓病、ステージ４
・慢性腎臓病、ステージ５
（注） 腎不全を伴う高血圧

性腎疾患（Ⅰ12.0）
により上記の状態と
なった場合を含みま
す。

N18.4
N18.5

疾病名 分類項目 基本分類項目

所定の
肝疾患

13． 慢性肝炎 慢性ウイルス性肝炎
アルコール性肝疾患のうち
・アルコール性肝炎
中毒性肝疾患のうち
・ 慢性持続性肝炎を伴う中毒
性肝疾患
・ 慢性小葉（性）肝炎を伴う
中毒性肝疾患
・ 慢性活動性肝炎を伴う中毒
性肝疾患
・ 肝炎を伴う中毒性肝疾患、
他に分類されないもの
慢性肝炎,他に分類されない
もの
その他の炎症性肝疾患のうち
・自己免疫性肝炎
・ その他の明示された炎症性
肝疾患
（非アルコール性脂肪性肝
炎（NASH）に限ります）

B18

K70.1

K71.3

K71.4

K71.5

K71.6

K73

K75.4
K75.8

14．肝硬変 アルコール性肝疾患中の
・アルコール性肝硬変
中毒性肝疾患中の
・ 肝線維症および肝硬変を伴
う中毒性疾患
肝線維症および肝硬変中の
・原発性胆汁性肝硬変
・続発性胆汁性肝硬変
・胆汁性肝硬変、詳細不明
・ その他および詳細不明の肝
硬変（注）

K70.3

K71.7

K74.3
K74.4
K74.5
K74.6

所定の
慢性
膵
すい

炎

15． 慢性膵炎 その他の膵疾患中の
・アルコール性慢性膵炎
・その他の慢性膵炎

K86.0
K86.1

（注）ウイルス性肝硬変も含みます。

重度疾病継続保障特約
●重度疾病（急性心筋梗

こう

塞
そく

・脳卒中・重度の糖尿病・重度の高血圧性疾患（高血圧性網膜症）・慢性腎臓病・肝硬変・重度の慢性膵
すい

炎）による所
定の状態

重度疾病 所定の状態

急性心筋梗
こう

塞
そく
※１ 初診日から60日以上、労働の制限を必要とする状態※２が継続したと医師によって診断されたとき、または所定の手術を

受けたとき

脳卒中（くも膜下出血・
脳内出血・脳梗塞）

初診日から60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき、
または所定の手術を受けたとき

重度の糖尿病 日常的かつ継続的なインスリン療法を180日間継続して受けたとき

重度の高血圧性疾患
（高血圧性網膜症） 高血圧性網膜症※３であると医師によって診断されたとき

慢性腎臓病 永続的な人工透析療法を開始したとき

肝硬変 肝硬変の状態になったと医師によって病理組織学的所見（生検）により診断されたとき

重度の慢性膵
すい

炎 慢性膵炎であると医師によって診断されたとき。ただし、特徴的な画像所見または組織所見が認められる状態※４に限り
ます

※１  慢性や陳旧性の心筋梗塞および狭心症などは含まれません。
※２  軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動は制限を必要とする状態をいいます。
※３  キース・ワグナー分類において３群または４群の眼底所見を示す状態をいいます。
※４  早期慢性膵炎と診断された場合、お支払いの対象とはなりません。
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疾病名 分類項目 基本分類項目

所定の
心疾患

１．狭心症 狭心症 Ⅰ20

２． 急性心筋梗
こう

塞
そく

急性心筋梗塞 Ⅰ21

３． 虚血性心疾患 その他の急性虚血性心疾患
慢性虚血性心疾患

Ⅰ24
Ⅰ25

所定の
脳血管
疾患

４．脳卒中 くも膜下出血
脳内出血
脳梗塞

Ⅰ60
Ⅰ61
Ⅰ63

５． 脳血管疾患 その他の非外傷性頭蓋内出血
脳卒中、脳出血又は脳梗塞と
明示されないもの
脳実質外動脈（脳底動脈、頚
動脈、椎骨動脈）の閉塞及び
狭窄、脳梗塞に至らなかった
もの
脳動脈の閉塞及び狭窄、脳梗
塞に至らなかったもの
その他の脳血管疾患
一過性脳虚血発作及び関連症
候群

Ⅰ62
Ⅰ64

Ⅰ65

Ⅰ66

Ⅰ67
G45

表②  対象となる所定の心疾患、所定の脳血管疾患、所定の糖尿病、所定の高血圧性疾患、所定の慢性腎臓病、所定の肝疾患、所定の慢性膵
すい

炎
の基本分類コード

疾病名 分類項目 基本分類項目

所定の
糖尿病

６．糖尿病 糖尿病 E10－E14

７． 糖尿病性腎症 糖尿病（E10-E14）のうち
・腎合併症を伴うもの
（日本糖尿病学会、日本腎
臓学会、日本透析医学会
および日本病態栄養学会
による糖尿病性腎症合同
委員会により策定された
「糖尿病性腎症病期分類
2014」に記載される病期
分類の第２期から第５期ま
でである場合に限ります）

E10.2
E11.2
E12.2
E13.2
E14.2

８． 糖尿病性網膜
症

糖尿病（E10-E14）のうち
・眼合併症を伴うもの
（その合併症が糖尿病（性）
網膜症（H36.0）である場
合に限ります）

E10.3
E11.3
E12.3
E13.3
E14.3

●お支払いの対象となる所定の疾病（所定の心疾患、脳血管疾患、糖尿病、高血圧性疾患、慢性腎臓病、肝疾患、慢性膵
すい

炎）
対象となる所定の心疾患、所定の脳血管疾患、所定の糖尿病、所定の高血圧性疾患、所定の慢性腎臓病、所定の肝疾患、所定の慢性膵炎は、表①によっ
て定義づけられる疾病とし、かつ、平成27年2月13日総務省告示第35号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類
提要ⅠCD-10（2013年版）準拠」に記載された分類項目中、表②の基本分類コードに規定される内容によるものをいいます。

表①  対象となる所定の心疾患、所定の脳血管疾患、所定の糖尿病、所定の高血圧性疾患、所定の慢性腎臓病、所定の肝疾患、所定の慢性膵
すい

炎の定義
疾病名 疾病の定義

所定の心疾患

１．狭心症 一過性の心筋虚血状態をきたし、狭心痛が発生する疾病

２．急性心筋梗
こう

塞
そく

冠状動脈の閉塞または急激な血液供給の減少により、その関連部分の心筋が壊死に陥った疾病であ
り、原則として以下の３項目を満たす疾病
（１）典型的な胸部痛の病歴
（２）新たに生じた典型的な心電図の梗塞性変化
（３）心筋細胞逸脱酵素の一時的上昇

３．虚血性心疾患 冠状動脈が狭窄・閉塞し、心筋が虚血に陥った疾病

所定の
脳血管疾患

４．脳卒中 脳血管の異常（脳組織の梗塞、出血、ならびに頭蓋外部からの塞栓が含まれる。）により脳の血液の循
環が急激に障害されることによって、24時間以上持続する中枢神経系の脱落症状を引き起こした疾病

５．その他脳血管疾患 脳が虚血あるいは出血によって一時的もしくは持続的に障害された疾病、または脳の血管が病理学的
変化により障害された疾病

所定の糖尿病

６．糖尿病 膵臓からのインスリン分泌不全または標的組織でのインスリン作用の減弱の結果、慢性的な血液（ま
たは血漿）中のブドウ糖濃度の上昇が認められる疾病

７．糖尿病性腎症 「６．糖尿病」により腎合併症を伴う疾病

８．糖尿病性網膜症 「６．糖尿病」により網膜の合併症を伴う疾病

９．糖尿病性神経障害 「６．糖尿病」により神経合併症を伴う疾病

10．糖尿病性潰瘍・壊疽 「６．糖尿病」による末梢循環合併症により潰瘍・壊疽を伴う疾病

所定の
高血圧性疾患 11．高血圧性疾患

明らかな原因の有無にかかわらず、収縮期血圧あるいは拡張期血圧のいずれかまたは両方が基準値を
超えて高い値を持続した状態で、恒常的な血圧負荷の結果、小動脈･細動脈および大血管に肥厚や硬
化が起こり、さまざまな臓器障害が引き起こされる疾病

所定の
慢性腎臓病 12．慢性腎臓病

以下のいずれか、または両方が数ヵ月以上持続し、体液の恒常性維持が不可能となった疾病
（１） 尿、画像、血液、病理検査により腎障害の存在が明らかであり、不可逆性の腎機能低下がある

こと
（２）糸球体濾過値（GFR）の低下がみられること

所定の肝疾患
13．慢性肝炎 肝臓の炎症が６ヵ月以上持続した疾病

14．肝硬変 肝細胞壊死、再生の繰り返しの結果、肝全体におよぶ不可逆性の線維化と結節形成がみられ正常な肝
小葉構造が改築された疾病

所定の慢性膵
すい

炎 15．慢性膵炎 膵臓の内部に不規則な線維化、細胞浸潤、実質の脱落、肉芽組織などの慢性変化が生じ、進行すると
膵外分泌・内分泌機能の低下を伴う疾病
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●慢性膵
すい

炎により特徴的な画像所見または組織所見が認められる状態
１ ．「特徴的な画像所見が認められる状態」とは、厚生労働省難治性膵

すい

疾患に関する調査研究班、日本膵臓学会、日本消化器病学会による「慢性膵炎
臨床診断基準2019」に規定する、以下の「確診所見」または「準確診所見」のいずれかが認められる状態をいいます。

確診所見：以下のいずれかが認められる。
　ａ．膵管内の結石
　ｂ．膵全体に分布する複数ないしび漫性の石灰化
　ｃ．MRCPまたはERCP像において、主膵管の不整な拡張と共に不均等に分布する分枝膵管の不規則な拡張
　ｄ．ERCP像で、主膵管が膵石や蛋白栓などで閉塞または狭窄している場合、乳頭側の主膵管と分枝膵管の不規則な拡張

準確診所見：以下のいずれかが認められる。
　ａ．MRCPまたはERCP像において、膵全体に不均等に分布する分枝膵管の不規則な拡張、主膵管のみの不規則な拡張、蛋白栓のいずれか
　ｂ．CTにおいて、主膵管の不規則なび漫性の拡張と共に膵の変形や萎縮
　ｃ．US（EUS）において、膵内の結石または蛋白栓と思われる高エコー、または主膵管の不規則な拡張を伴う膵の変形や萎縮

２ ．「特徴的な組織所見が認められる状態」とは、厚生労働省難治性膵疾患に関する調査研究班、日本膵臓学会、日本消化器病学会による「慢性膵炎
臨床診断基準2019」に規定する、以下の「確診所見」または「準確診所見」のいずれかが認められる状態をいいます。

確診所見：膵実質の脱落と線維化が観察される。膵線維化は主に小葉間に観察され、小葉が結節状、いわゆる硬変様をなす。
準確診所見：膵実質が脱落し、線維化が小葉間または小葉間・小葉内に観察される。

●重度疾病保険金の支払事由にかかわる医療技術等が将来変更された場合には、主務官庁の認可を得て、この特約の支払事由を変更することがありま
す。この場合、遅滞なく連絡します。

新・介護保障特約・介護サポート終身年金特約・介護一時金保障特約・軽度介護一時金保障特約
・軽度介護保険料払込免除特約・認知症終身保障特約・軽度認知障害終身保障特約

●公的介護保険制度に基づく要介護の状態※１
「要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令（厚生省令第58号、平成11年４月30日現在）」第１条第１項に規定す
る次の状態をいいます。

要介護１ 要介護認定等基準時間が32分以上50分未満である状態（当該状態に相当すると認められないものを除く。）又はこれに相当すると認め
られる状態

要介護２ 要介護認定等基準時間が50分以上70分未満である状態（当該状態に相当すると認められないものを除く。）又はこれに相当すると認め
られる状態

要介護３ 要介護認定等基準時間が70分以上90分未満である状態（当該状態に相当すると認められないものを除く。）又はこれに相当すると認め
られる状態

要介護４ 要介護認定等基準時間が90分以上110分未満である状態（当該状態に相当すると認められないものを除く。）又はこれに相当すると認
められる状態

要介護５ 要介護認定等基準時間が110分以上である状態（当該状態に相当すると認められないものを除く。）又はこれに相当すると認められる
状態

●各特約のお支払いの対象（軽度介護保険料払込免除特約の場合は保険料のお払込みの免除の対象）となる要介護状態※１

特約名 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

新・介護保障特約 ○ ○ ○ ○

介護サポート終身年金特約 ○ ○ ○

介護一時金保障特約 ○ ○ ○

軽度介護一時金保障特約 ○ ○ ○ ○ ○

軽度介護保険料払込免除特約※２ ○ ○

認知症終身保障特約※３ ○ ○ ○ ○ ○

※１ 軽度認知障害終身保障特約を除く
※２  軽度介護一時金の支払事由が発生した日から起算して１年を経過した時に、公的介護保険制度の要介護１・２の認定が効力を有している、または１

年を経過した後に公的介護保険制度の要介護１・２の状態に該当すると認定され、その認定が効力を生じた場合、保険料のお払込みを免除します。
※３  生まれてはじめて器質性認知症と診断確定されたとき、かつ公的介護保険制度に基づき、要介護１以上の状態に該当すると認定され、その認定の

有効期間中であるときに、認知症保険金をお支払いします。
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疾病名 分類項目 基本分類コード

１．急性心筋梗塞 急性心筋梗塞 Ⅰ21

２．脳卒中
くも膜下出血
脳内出血
脳梗塞

Ⅰ60
Ⅰ61
Ⅰ63

３．糖尿病 糖尿病 E10－E14

４．高血圧性疾患 高血圧性疾患 Ⅰ10－Ⅰ15

５．慢性腎臓病

慢性腎臓病（N18）のうち
・慢性腎臓病、ステージ４
・慢性腎臓病、ステージ５
（注） 腎不全を伴う高血圧性

腎疾患（Ⅰ12.0）によ
り上記の状態となった
場合を含みます。

N18.4
N18.5

表②  対象となる急性心筋梗
こう

塞
そく

、脳卒中、糖尿病、高血圧性疾患、慢性腎臓病、肝硬変、慢性膵
すい

炎の基本分類コード

●急性心筋梗塞または脳卒中についての重度疾病保険金のお支払いの対象となる手術

開頭術、開胸術、ファイバースコープ手術または血管カテーテル手術をいいます。吸引、穿
せん

刺
し

、洗浄などの処置および神経ブロックは除きます。

●キース・ワグナー分類（Keith-Wagener分類、KW分類）
眼底病名 キース・ワグナー分類 眼底所見

高血圧性眼底

１群 細動脈に軽度の狭細と硬化を認め、眼底所見は軽微である。

２ａ群 眼底は１群に比べて細動脈の変化が著明である。

２ｂ群 ２ａ群の所見に加え、出血、白斑がある。

高血圧性網膜症

３群
細動脈に著明な緊張亢進と痙縮が認められ、硬化性変化を含む動脈系の変化は広汎かつ明瞭であるが、
これとともに軽度あるいは明白な血管痙縮性網膜症（動脈の著しい狭細、口径不同、網膜浮腫、綿花
状白斑、出血、硬性白斑など）がある。

４群 網膜細動脈の機能的、器質的狭細とともに、広範囲な血管痙縮性網膜症が認められる。これとともに
計測可能な程度以上の乳頭浮腫がある。

●お支払いの対象となる重度疾病（急性心筋梗
こう

塞
そく

・脳卒中・重度の糖尿病・重度の高血圧性疾患（高血圧性網膜症）・慢性腎臓病・肝硬変・
重度の慢性膵

すい

炎）
対象となる急性心筋梗塞、脳卒中、糖尿病、高血圧性疾患、慢性腎臓病、肝硬変、慢性膵炎とは、表①によって定義づけられる疾病とし、かつ、平成
27年2月13日総務省告示第35号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ⅠCD－10（2013年版）準拠」に記
載された分類項目中、表②の基本分類コードに規定される内容によるものをいいます。

表① 対象となる急性心筋梗
こう

塞
そく

、脳卒中、糖尿病、高血圧性疾患、慢性腎臓病、肝硬変、慢性膵
すい

炎の定義
疾病名 疾病の定義

１．急性心筋梗塞

冠状動脈の閉塞または急激な血液供給の減少により、その関連部分の心筋が壊死に陥った疾病であり、原則として以下の３項目
を満たす疾病
（１）典型的な胸部痛の病歴
（２）新たに生じた典型的な心電図の梗塞性変化
（３）心筋細胞逸脱酵素の一時的上昇

２．脳卒中 脳血管の異常（脳組織の梗塞、出血、ならびに頭蓋外部からの塞栓が含まれる。）により脳の血液の循環が急激に障害されるこ
とによって、24時間以上持続する中枢神経系の脱落症状を引き起こした疾病

３．糖尿病 膵臓からのインスリン分泌不全または標的組織でのインスリン作用の減弱の結果、慢性的な血液（または血漿）中のブドウ糖濃
度の上昇が認められる疾病

４．高血圧性疾患
明らかな原因の有無にかかわらず、収縮期血圧あるいは拡張期血圧のいずれかまたは両方が基準値を超えて高い値を持続した状
態で、恒常的な血圧負荷の結果、小動脈・細動脈および大血管に肥厚や硬化が起こり、さまざまな臓器障害が引き起こされる疾
病

５．慢性腎臓病
以下のいずれか、または両方が数ヵ月以上持続し、体液の恒常性維持が不可能となった疾病
（１）尿異常、画像診断、血液、病理により腎障害の存在が明らかであり、不可逆性の腎機能低下があること
（２）糸球体濾過値（GFR）の低下がみられること

６．肝硬変 肝細胞壊死、再生の繰り返しの結果、肝全体におよぶ不可逆性の線維化と結節形成がみられ正常な肝小葉構造が改築された疾病

７．慢性膵炎 膵臓の内部に不規則な線維化、細胞浸潤、実質の脱落、肉芽組織などの慢性変化が生じ、進行すると膵外分泌・内分泌機能の低
下を伴う疾病

疾病名 分類項目 基本分類コード

６．肝硬変

アルコール性肝疾患中のアル
コール性肝硬変
中毒性肝疾患中の
・ 肝線維症および肝硬変を伴う
中毒性疾患
肝線維症および肝硬変中の
・原発性胆汁性肝硬変
・続発性胆汁性肝硬変
・胆汁性肝硬変、詳細不明
・ その他および詳細不明の肝硬
変（注）

K70.3

K71.7

K74.3
K74.4
K74.5
K74.6

７．慢性膵炎
その他の膵疾患中の
・アルコール性慢性膵炎
・その他の慢性膵炎

K86.0
K86.1

（注）ウイルス性肝硬変も含みます
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 備考
１．意識障害
「意識障害」とは、次のようなものをいいます。
通常、対象を認知し、周囲に注意を払い、外からの刺激を適確に受け取って反応することのできる状態を意識がはっきりしているといいま
すが、この意識が障害された状態を意識障害といいます。
意識障害は、通常大きくわけて意識混濁と意識変容とにわけられます。
意識混濁とは意識が曇っている状態で、その障害の程度により、軽度の場合、傾眠（うとうとしているが、刺激により覚醒する状態）、中
度の場合、昏眠（覚醒させることはできないが、かなり強い刺激には、一時的に反応する状態）、高度の場合、昏睡（精神活動は停止し、
全ての刺激に反応性を失った状態）にわけられます。
意識変容は、特殊な意識障害であり、これにはアメンチア（意識混濁は軽いが、応答は支離滅裂で、自分でも困惑した状態）、せん妄（比
較的高度の意識混濁̶意識の程度は動揺しやすい̶に加えて、錯覚・幻覚を伴い不安、不隠、興奮などを示す状態）およびもうろう状態（意
識混濁の程度は軽いが、意識の範囲が狭まり、外界を全般的に把握することができない状態）などがあります。

２．見当識障害
「見当識障害」とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。
ａ．時間の見当識障害：季節または朝・真昼・夜のいずれかの認識ができない。
ｂ．場所の見当識障害：今住んでいる自分の家または今いる場所の認識ができない。
ｃ．人物の見当識障害：日頃接している周囲の人の認識ができない。

●認知症終身保障特約・軽度認知障害終身保障特約のお支払いの対象となる器質性認知症
１． 「器質性認知症と診断確定」とは、次の（１）、（２）のすべてに該当する「器質性認知症」であることを、医師の資格を持つ者により診断確定
された場合をいいます。
（１）脳内に後天的におこった器質的な病変あるいは損傷を有すること
（２） 正常に成熟した脳が、（１）による器質的障害により破壊されたために、一度獲得された知能が持続的かつ全般的に低下したものであること

２． 前１．の「器質性認知症」、「器質的な病変あるいは損傷」および「器質的障害」とは、次のとおりとします。
（１）「器質性認知症」

 「器質性認知症」とは、平成27年２月13日総務省告示第35号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類
提要ⅠCDー10（2013年版）準拠」に記載された分類項目中、次の基本分類番号に規定される内容によるものをいいます。

分類項目 基本分類番号 分類項目 基本分類番号

アルツハイマー病の認知症
血管性認知症
ピック病の認知症
クロイツフェルト・ヤコブ病の認知症
ハンチントン病の認知症
パーキンソン病の認知症
ヒト免疫不全ウイルス［HIV］病の認知症
他に分類されるその他の明示された疾患の認知症

F00
F01
F02.0
F02.1
F02.2
F02.3
F02.4
F02.8

詳細不明の認知症
せん妄、アルコールその他の精神作用物質
によらないもの（F05）のうち
・せん妄、認知症に重なったもの
神経系のその他の変性疾患、他に分類され
ないもの（Ｇ31）のうち
・神経系のその他の明示された変性疾患
（レヴィ小体型認知症に限ります）

F03

F05.1

Ｇ31.8

平成27年２月13日以後に改訂された厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要」において、上記疾病以外に
該当する疾病がある場合には、その疾病も含むものとします。

（２）「器質的な病変あるいは損傷」、「器質的障害」
「器質的な病変あるいは損傷」、「器質的障害」とは、各種の病因または傷害によって引き起こされた、画像診断により直接証明される病変
あるいは損傷、障害のことをいいます（画像診断が得られない場合には、他の所見による証明も認めることがあります）。
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●軽度認知障害終身保障特約のお支払いの対象となる軽度認知障害
「軽度認知障害と診断確定」とは、以下の①から④のすべてに該当するものと医師の資格を持つ者により診断確定された場合をいいます。ただし、米
国精神医学会編「DSM－５精神疾患の診断・統計マニュアル」または厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要」にお
いて、新たな分類が施行された場合で、新たな診断基準が示されたときには、当会社が必要と認めた場合、新たな診断基準による診断確定を求めるこ
とがあります。
① ６つの認知領域（「複雑性注意」「実行機能」「学習および記憶」「言語」「知覚－運動」「社会的認知」）のうちいずれかにおいて、以前の行動水準
から軽度の認知機能の低下があるという証拠があること
②毎日の活動において、自立が阻害されていないこと
③その認知機能の低下が、せん妄の状況でのみ起こるものではないこと
④その認知機能の低下が、他の精神疾患によってうまく説明できないこと（例 うつ病、統合失調症）

●軽度認知障害終身保障特約のお支払いの対象となる所定の認知症
「所定の認知症と診断確定」とは、以下のいずれかの認知症と診断確定された場合をいいます。
ア．「器質性認知症」と診断確定されたとき
イ． ア．の「器質性認知症」以外で、「お支払いの対象となる軽度認知障害」に記載の①、③、④のいずれにも該当する「認知症」と診断確定されたとき

●器質性認知症については 38ページ●認知症終身保障特約・軽度認知障害終身保障特約のお支払いの対象となる器質性認知症をご覧ください。

●新・介護保障特約のお支払いの対象となる歩行障害による要介護状態、認知症による要介護状態

歩行障害による要介護状態 下表のａに該当し、かつ、下表のｂ～ｅのうち２項目以上に該当していること

認知症による要介護状態 器質性認知症と診断確定され、意識障害のない状態において見当識障害が日常的かつ継続的にあり、かつ、下表のｂ～
ｅのいずれかに該当していること

ａ．歩行（歩幅や速度は問わず立った状態から５ｍ以上歩くこと）
　　次のいずれかに該当すること
　　①杖、歩行器等の補助用具を使用したり、壁で手を支えたりしなければ、自分では歩行できない。
　　②杖、歩行器等の補助用具を使用したり、壁で手を支えたりしても、自分では歩行できず、他人が体を支える等の直接的な介護を要する。

ｂ．衣服の着脱（用意された衣服を着たり、脱いだりすること。収納場所からの出し入れ等は含まない）
　　補助用具を使用したり、衣服を工夫したりしても、自分では衣服の着脱ができず、他人が衣服を着せる等の直接的な介護を要する。

ｃ．入浴（浴槽を出入りすること。洗身や浴室への移動、衣服の着脱等は含まない）
　　補助用具を使用したり、浴槽を工夫したりしても、自分では入浴できず、他人が体を支える等の直接的な介護を要する。

ｄ．食物の摂取（用意された食物を食べること。調理・配膳・後片付け等は含まない）
　　補助用具を使用したり、食物を選定・工夫したりしても、自分では食物の摂取ができず、他人が食物を口に運ぶ等の直接的な介護を要する。

ｅ．排泄の後始末（大小便の排泄後の身体の汚れを拭き取ること）
　　補助用具を使用しても、自分では排泄の後始末ができず、他人が汚れを拭き取る等の直接的な介護を要する。

（注）上記について、時間帯や外的環境によって状況が異なる場合には、より頻回にみられる状況や日頃の状況に基づくものとします。

●器質性認知症については 38ページ●認知症終身保障特約・軽度認知障害終身保障特約のお支払いの対象となる器質性認知症を、意識障害、見当識障
害については 38　　　ページ備考をご覧ください。

●介護サポート終身年金特約・介護一時金保障特約・軽度介護一時金保障特約のお支払いの対象となる寝たきりによる要介護状態、認知症に
よる要介護状態

寝たきりによる要介護状態 常時寝たきり状態で、下表のａに該当し、かつ、下表のｂ～ｅのうち２項目以上に該当していること

認知症による要介護状態 器質性認知症と診断確定され、意識障害のない状態において見当識障害が日常的かつ継続的にあり、かつ、下表のｂ～
ｅのいずれかに該当していること

ａ．歩行（歩幅や速度は問わず立った状態から５ｍ以上歩くこと）
　　杖、歩行器等の補助用具を使用したり、壁で手を支えたりしても、自分では歩行できず、他人が体を支える等の直接的な介護を要する。

ｂ．衣服の着脱（用意された衣服を着たり、脱いだりすること。収納場所からの出し入れ等は含まない）
　　補助用具を使用したり、衣服を工夫したりしても、自分では衣服の着脱ができず、他人が衣服を着せる等の直接的な介護を要する。

ｃ．入浴（浴槽を出入りすること。洗身や浴室への移動、衣服の着脱等は含まない）
　　補助用具を使用したり、浴槽を工夫したりしても、自分では入浴できず、他人が体を支える等の直接的な介護を要する。

ｄ．食物の摂取（用意された食物を食べること。調理・配膳・後片付け等は含まない）
　　補助用具を使用したり、食物を選定・工夫したりしても、自分では食物の摂取ができず、他人が食物を口に運ぶ等の直接的な介護を要する。

ｅ．排泄の後始末（大小便の排泄後の身体の汚れを拭き取ること）
　　補助用具を使用しても、自分では排泄の後始末ができず、他人が汚れを拭き取る等の直接的な介護を要する。

（注）上記について、時間帯や外的環境によって状況が異なる場合には、より頻回にみられる状況や日頃の状況に基づくものとします。

●公的介護保険制度の改正が行なわれた場合には、主務官庁の認可を得て、特約の支払事由を変更することがあります。支払事由を変更する場合、改
正に関する法令の公布の日から６ヵ月以内にあらかじめ連絡します。
●器質性認知症については 38ページ●認知症終身保障特約・軽度認知障害終身保障特約のお支払いの対象となる器質性認知症を、意識障害、見当識障
害については 38ページ備考をご覧ください。
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新・入院特約・終身入院特約
●支払日数無制限の対象となる悪性新生物（がん）・上皮内新生物
対象となる悪性新生物・上皮内新生物とは、以下の１および２をいいます。
１． 平成27年２月13日総務省告示第35号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ⅠCD－10（2013年版）準
拠」に記載された分類項目中、表①の基本分類コードに規定される内容によるもので、かつ、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類－
腫瘍学 第３版」中、新生物の性状を表す第５桁コードが表②にあたるもの

特定損傷給付特約
●特定損傷給付金のお支払いの対象となる特定損傷について
特定損傷給付金のお支払いの対象となる骨折、関節脱臼、腱の断裂、熱傷、永久歯の喪失とは、次によって定義づけられる損傷をいいます。

損傷名 損傷の定義

１．骨折 骨組織の連絡が部分的あるいは完全に離断された状態をいう。ただし、変形治癒、偽関節、病的または特発骨折を除く。
＊軟骨（鼻軟骨・肋軟骨・半月板等）の損傷はお支払いの対象とはなりません。

２．関節脱臼 関節面の生理的な相互関係が失われた状態をいう。ただし、先天性脱臼、病的脱臼、反復性脱臼を除く。

３．腱の断裂 腱が断裂した状態のうち、ギプスもしくはシーネによる固定または腱形成術（腱の移植術、移行術、交換術および縫合術を含む）
を要するものをいう。ただし、疾病を原因とするものを除く。＊筋・靱帯の損傷はお支払いの対象とはなりません。

４．熱傷
熱により生体の組織が損傷され、次のいずれかに該当する状態をいう。
　①深達性Ⅱ度熱傷…真皮層の深部まで障害された状態（直径２cm未満を除く）
　②Ⅲ度熱傷…皮膚全層ならびに皮下組織まで障害された状態（直径２cm未満を除く）

５．永久歯の喪失 歯（第三大臼歯（親しらず）、過剰歯および乳歯を除く）の根元から全体を永久に喪失した状態（医師の判断で行なわれた抜歯
治療により永久に喪失した状態も含む）をいう。ただし、疾病またはそしゃく行為を原因とするものを除く。

表① 対象となる悪性新生物・上皮内新生物の基本分類コード
分類項目 基本分類コード

口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物＜腫瘍＞
消化器の悪性新生物＜腫瘍＞
呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物＜腫瘍＞
骨及び関節軟骨の悪性新生物＜腫瘍＞
皮膚の黒色腫及びその他の皮膚の悪性新生物
中皮及び軟部組織の悪性新生物＜腫瘍＞
乳房の悪性新生物＜腫瘍＞
女性生殖器の悪性新生物＜腫瘍＞
男性生殖器の悪性新生物＜腫瘍＞
腎尿路の悪性新生物＜腫瘍＞
眼、脳及びその他の中枢神経系の部位の悪性新生物＜腫瘍＞
甲状腺及びその他の内分泌腺の悪性新生物＜腫瘍＞
部位不明確、続発部位及び部位不明の悪性新生物＜腫瘍＞
リンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物＜腫瘍＞
独立した（原発性）多部位の悪性新生物＜腫瘍＞
上皮内新生物＜腫瘍＞
性状不詳または不明の新生物※1＜腫瘍＞
血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害

Ｃ00－Ｃ14
Ｃ15－Ｃ26
Ｃ30－Ｃ39
Ｃ40－Ｃ41
Ｃ43－Ｃ44
Ｃ45－Ｃ49
Ｃ50

Ｃ51－Ｃ58
Ｃ60－Ｃ63
Ｃ64－Ｃ68
Ｃ69－Ｃ72
Ｃ73－Ｃ75
Ｃ76－Ｃ80
Ｃ81－Ｃ96
Ｃ97

Ｄ00－Ｄ09
Ｄ37－Ｄ48
Ｄ50－Ｄ89

表② 対象となる新生物の性状を表す第5桁コード
新生物の性状を表す第５桁コード

/2…上皮内癌
 上皮内
 非浸潤性
 非侵襲性
/3…悪性、原発部位
/6…悪性、転移部位
 悪性、続発部位
/9…悪性、原発部位または転移部位の別不詳

備考
※１  例えば、真正赤血球増加症＜多血症＞（Ｄ45）、骨髄異形成症候群（Ｄ46）、慢性骨髄増殖性疾患（Ｄ47.1）、本態性（出血性）血小板血症（Ｄ

47.3）です。
２． 子宮頚部、膣部、外陰部および肛門部の中等度異形成
（注）国際対がん連合（UICC）の「TNM分類」が「T0」のものは、対象となる上皮内新生物に含みません。
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傷害特約（2021） 等

身体障害表
●お支払いの対象となる障害状態および障害給付金の給付割合
（高度障害保険金、災害高度障害保険金のお支払いの対象となるのは、身体障害表の第１級の障害状態のみです）

等
級 障害状態 給付

割合
等
級 障害状態 給付

割合

第
１
級

① 両眼の視力を全く永久に失ったもの
② 言語またはそしゃくの機能を全く永
久に失ったもの
③ 中枢神経系・精神または胸腹部臓器
に著しい障害を残し、終身常に介護
を要するもの
④ 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
⑤ 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
⑥ 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
⑦ 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

10割
第
４
級

⑱ 両眼の視力にそれぞれ著しい障害を
永久に残すもの
⑲ 言語またはそしゃくの機能に著しい
障害を永久に残すもの
⑳ 中枢神経系・精神または胸腹部臓器
に著しい障害を残し、終身常に日常
生活動作が著しく制限されるもの
㉑ １上肢の３大関節中の１関節の用を
全く永久に失ったもの
㉒ １下肢の３大関節中の１関節の用を
全く永久に失ったもの
㉓ １下肢が永久に５センチ以上短縮し
たもの
㉔ １手の第１指（母指）および第２指
（示指）を失ったかまたは第１指（母
指）および第２指（示指）のうち少
なくとも１手指を含んで３手指以上
を失ったもの
㉕ １手の５手指の用を全く永久に失っ
たかまたは第１指（母指）および第
２指（示指）を含んで３手指以上の
用を全く永久に失ったもの
㉖ 10足指の用を全く永久に失ったもの
㉗ １足の５足指を失ったもの

３割

障害給付金の計算に際して用いる給付割合
は、次のとおりとします。
（１） １種目の障害状態に該当した場合
  その障害状態が属する等級の給付割合
（２） ２種目以上の障害状態に該当した場合
  それぞれの障害状態が属する等級の給

付割合の合計割合。ただし、それらの
障害状態が身体の同一部位に生じた場
合には、最も上位の種目の障害状態が
属する等級の給付割合

（３） すでに障害状態のある身体の同一部位
に加重して障害状態が生じた場合

  加重の結果新たに生じた障害状態が属
する等級の給付割合からすでにある障
害状態が属する等級の給付割合を差し
引いて得た給付割合

［身体部位略図］

第
２
級

⑧ １上肢および１下肢の用を全く永久
に失ったもの
⑨ 10手指を失ったかまたはその用を
全く永久に失ったもの
⑩ １肢に第３級の⑬から⑮までのいず
れかの身体障害を生じ、かつ、他の
１肢に第３級の⑬から⑮までまたは
第４級の㉑から㉕までのいずれかの
身体障害を生じたもの
⑪ 両耳の聴力を全く永久に失ったもの

７割
第
５
級

㉘ １上肢の３大関節中の２関節の機能
に著しい障害を永久に残すもの
㉙ １下肢の３大関節中の２関節の機能
に著しい障害を永久に残すもの
㉚ １手の第１指（母指）もしくは第２
指（示指）を失ったか、第１指（母指）
もしくは第２指（示指）を含んで２
手指を失ったかまたは第１指（母指）
および第２指（示指）以外の３手指
を失ったもの
㉛ １手の第１指（母指）および第２指
（示指）の用を全く永久に失ったもの
32 １足の５足指の用を全く永久に失っ
たもの
33 両耳の聴力に著しい障害を永久に残
すもの
34 １耳の聴力を全く永久に失ったもの
35 鼻を欠損し、かつ、その機能に著し
い障害を永久に残すもの
36 脊柱（頸椎を除く）に運動障害を永
久に残すもの

1.5割

第
３
級

⑫１眼の視力を全く永久に失ったもの
⑬ １上肢を手関節以上で失ったかまた
は１上肢の用もしくは１上肢の３大
関節中の２関節の用を全く永久に
失ったもの
⑭ １下肢を足関節以上で失ったかまた
は１下肢の用もしくは１下肢の３大
関節中の２関節の用を全く永久に
失ったもの
⑮ １手の５手指を失ったかまたは第１
指（母指）および第２指（示指）を
含んで４手指を失ったもの
⑯ 10足指を失ったもの
⑰ 脊柱に著しい奇形または著しい運動
障害を永久に残すもの

５割
第
６
級

37 １上肢の３大関節中の１関節の機能
に著しい障害を永久に残すもの
38 １下肢の３大関節中の１関節の機能
に著しい障害を永久に残すもの
39 １下肢が永久に３センチ以上短縮し
たもの
40 １手の第１指（母指）もしくは第２
指（示指）の用を全く永久に失った
か、第１指（母指）もしくは第２指
（示指）を含んで２手指以上の用を全
く永久に失ったかまたは第１指（母
指）および第２指（示指）以外の２
手指もしくは３手指の用を全く永久
に失ったもの
41 １手の第１指（母指）および第２指
（示指）以外の１手指または２手指を
失ったもの
42 １足の第１指（母指）または他の４
足指を失ったもの
43 １足の第１指（母指）を含んで３足
指以上の用を全く永久に失ったもの

１割

上肢

肩関節

ひじ関節

また関節
ひざ関節
足関節

手関節

第２指（示指）

第１指（母指）

末節

指節間関節

末節

遠位指節間関節
近位指節間関節

第１指（母指）
末節
指節間関節

遠位指節間関節
（末関節）

近位指節間関節

中手指節関節

中足指節関節

下肢

上肢の
３大関節

下肢の
３大関節
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42次ページへ続く

健康サポート・キャッシュバック特約（2021）
●毎回の健康サポート・キャッシュバックのお支払いのながれ

お客さま STEP1
ご契約者は、次の基準をいずれも満たす被保険者の健康診断※１の結果を毎年提出してください。
・健康診断の受診日が当該保険年度末の前12ヵ月以内であること
・健康診断の項目の必須項目をすべて受診していること

当社

STEP2

・ 提出いただいた健康診断の結果をもとに、健診結果区分判定基準（表①参照）により、健康診断の項目ごとの健診結果区分（Ａ
～Ｄ）を判定します。
・ 各項目ごとの健診結果区分（Ａ～Ｄ）をもとに、キャッシュバックポイント判定基準（表②参照）により、キャッシュバッ
クポイント（30～０）を判定します。
・ キャッシュバックポイント（30～０）を合計し、キャッシュバックランク判定基準（表③参照）により、キャッシュバック
ランク（①～③）を判定します。

STEP3 キャッシュバックランク（①～③）および基準支払金額に応じて、健康サポート・キャッシュバックの金額を計算（表④参照）
し、翌保険年度の年単位の契約応当日にお支払い（自動積立）します。

※１  法令（労働安全衛生法等）に基づく医師による健康診断、自発的に受診した医師による健康診断などをいい、人間ドックや医療機関で受診した検
査や当社があらかじめ認めた検査機関で受診した検査も含みます。

対象となる特定感染症
対象となる特定感染症とは、以下の１および２をいいます。
１． 平成27年２月13日総務省告示第35号に定められた分類項目中下記のもの（分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、
傷害及び死因の統計分類提要ⅠCD－10（2013年版）準拠」によるものとします。）

分類項目〈基本分類コード〉 分類項目〈基本分類コード〉

コレラ
腸チフス
パラチフスＡ
細菌性赤痢
腸管出血性大腸菌感染症
ペスト
ジフテリア
急性灰白髄炎＜ポリオ＞

＜A00＞
＜A01.0＞
＜A01.1＞
＜A03＞
＜A04.3＞
＜A20＞
＜A36＞
＜A80＞

ラッサ熱
クリミヤ・コンゴ＜Crimean-Congo＞出血熱
マールブルグ＜Marburg＞ウイルス病
エボラ＜Ebola＞ウイルス病
痘瘡
重症急性呼吸器症候群［SARS］
（ただし、病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナ
ウイルスであるものに限ります。）

＜A96.2＞
＜A98.0＞
＜A98.3＞
＜A98.4＞
＜B03＞
＜U04＞

公的医療保険制度
「公的医療保険制度」とは、次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。
　１．健康保険法　　２．国民健康保険法　　３．国家公務員共済組合法　　４．地方公務員等共済組合法　　５．私立学校教職員共済法　
　６．船員保険法　　７．高齢者の医療の確保に関する法律

●公的医療保険制度の改正が行なわれた場合には、主務官庁の認可を得て、入院治療保障特約（2021）、先進医療保障特約、新・手術特約および重度
がん保険金前払特約などの支払事由を変更することがあります。支払事由を変更する場合、改正に関する法令の公布の日から６ヵ月以内にあらかじ
め連絡します。

２． 世界保健機関（WHO）による「疾病及び関連保健問題の国際統計分類第10回改訂（ⅠCD－10）」（2019年版）に定められた分類項目中下記のもの
分類項目〈基本分類コード〉

COVⅠD－19※１ ＜U07.1＞

※１  新型コロナウイルス感染症（病原体がベータコロナウイルス属のSARS－CoV－2であるものに限ります）をいいます。
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対象となる不慮の事故
対象となる不慮の事故とは、表①によって定義づけられる急激かつ偶発的な外来の事故（ただし、疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因に
より発症しまたはその症状が悪化したときには、その軽微な外因は急激かつ偶発的な外来の事故とみなしません。）で、かつ、平成27年２月13日総務
省告示第35号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ⅠCD－10（2013年版）準拠」に記載された分類のう
ち表②に定めるものをいいます（ただし、表②の「除外するもの」欄にあるものを除きます）。

表① 急激、偶発、外来の定義
用語 定義

１．急激 事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。（慢性、反復性、持続性の強いものは該当しません。）

２．偶発 事故の発生または事故による傷害の発生が被保険者にとって予見できないことをいいます。（被保険者の故意にもとづくものは該当
しません。）

３．外来 事故が被保険者の身体の外部から作用することをいいます。（疾病や疾病に起因するもの等身体の内部に原因があるものは該当しま
せん。）

表② 対象となる不慮の事故の分類項目（基本分類コード）

備考
※１「曝

ばく

露
ろ

」とは、その環境にさらされることをいいます。
※２  洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎ならびにサルモネラ性食中毒、細菌性食中毒（ブドウ球菌性、ボツリヌス菌

性、その他および詳細不明の細菌性食中毒）およびアレルギー性・食事性・中毒性の胃腸炎、大腸炎は含まれません。
※３  外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎などは含まれません。

分類項目（基本分類コード） 除外するもの

１．交通事故（V01～V99）

２． 不慮の損傷のその他の外因
（W00～X59）

・飢餓・渇

・ 転倒・転落・墜落
（W00～W19）

・ 生物によらない機械的な力へ
の曝
ばく

露
ろ
※１（W20～W49）

・騒音への曝露（W42）
・振動への曝露（W43）

・ 生物による機械的な力への曝
露（W50～W64）

・ 不慮の溺
でき

死および溺水
（W65～W74）

・ その他の不慮の窒息
（W75～W84）

・ 疾病による呼吸障害、嚥
えん

下
げ

障害、精
神神経障害の状態にある者の次の誤
えん〈嚥〉〈吸引〉
　胃内容物の誤えん〈嚥〉〈吸引〉（W78）
　 気道閉塞を生じた食物の誤えん〈嚥〉
〈吸引〉（W79）
　 気道閉塞を生じたその他の物体の誤
えん〈嚥〉〈吸引〉（W80）

・ 電流、放射線ならびに極端な
気温および気圧への曝露
（W85～W99）

・ 高圧、低圧および気圧の変化への曝
露（W94）（高山病など）

・ 煙、火および火炎への曝露
（X00～X09）

・ 熱および高温物質との接触
（X10～X19）

・ 有毒動植物との接触
（X20～X29）

・ 自然の力への曝露
（X30～X39）

・ 自然の過度の高温への曝露（X30）
中の気象条件によるもの（熱中症、
日射病、熱射病など）

・ 有害物質による不慮の中毒お
よび有害物質への曝露
（X40～X49）※２※３

・ 疾病の診断、治療を目的としたもの

分類項目（基本分類コード） 除外するもの

・ 無理ながんばり、旅行および
欠乏状態（X50～X57）

・ 無理ながんばりおよび激しい運動ま
たは反復性の運動（X50）中の過度
の肉体行使、レクリエーション、そ
の他の活動における過度の運動
・ 旅行および移動（X51）（乗り物酔
いなど）
・無重力環境への長期滞在（X52）

・ その他および詳細不明の要因
への不慮の曝露
（X58～X59）

３． 加害にもとづく傷害および
死亡（X85～Y09）

４． 法的介入および戦争行為
（Y35～Y36）

・合法的処刑（Y35.5）

５． 内科的および外科的ケアの
合併症（Y40～Y84）

・ 疾病の診断、治療を目的としたもの

・ 治療上の使用により有害作用
を引き起こした薬物、薬剤
および生物学的製剤（Y40～
Y59）によるもの※３

・ 外科的および内科的ケア時に
おける患者に対する医療事故
（Y60～Y69）

・ 治療および診断に用いて副
反応を起こした医療用器具
（Y70～Y82）によるもの

・ 患者の異常反応または後発合
併症を生じた外科的およびそ
の他の医学的処置で、処置時
には事故の記載がないもの
（Y83～Y84）
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表④ キャッシュバック金額の計算
キャッシュバックランク お支払額（キャッシュバック金額）

① 基準支払金額×１

② 基準支払金額×0.5 ※４

③ 基準支払金額×0.1 ※４

・基準支払金額は、保険料払込方法（回数）に応じた各保険年度末における次の金額をいいます。
保険料払込方法（回数） 基準支払金額

新年掛 （「対象特約」の新年掛保険料の合計額 ※５※６ × １12）
※４

新半年掛 （「対象特約」の新半年掛保険料の合計額 ※５※６ × １6 ）
※４

月掛 「対象特約」の月掛保険料の合計額 ※５※６

※４  １円未満は切り上げて計算します。
※５  高額割引制度が適用されている場合、割引後の特約保険料とします。がん保険料払込免除特約が付加されている場合、その特約条項の保険料率に

関する規定による保険料率が適用される「対象特約」については、その保険料率により計算した特約保険料とします。また、特別条件特約が付加
されている場合、その特約条項で定める特別保険料の払込みの特別条件が適用される「対象特約」については、特別保険料を含めずに計算した特
約保険料とします。

※６  保険金額等が減額された場合は、保険金額等が減額された後の保険料とします。

・「対象特約」とは、ご契約に付加されている特約のうち、以下の特約のことをいいます。

・定期保険特約 ・家計保障年金特約 ・生活サポート定期保険特約 ・生活サポート終身年金特約
・給与・家計サポート特約 ・新・介護保障特約 ・がん保障特約（2023） ・がん・上皮内新生物保障特約
・特定自費診療がん薬物治療保障特約 ・早期発見・治療支援特約 ・重症化予防支援特約 ・重度疾病継続保障特約
・６大疾病保障特約 ・新・入院特約 ・入院治療保障特約（2021） ・入院初期一時金給付特約
・入院時手術保障特約（2021） ・外来時手術保障特約（2021） ・退院後通院治療保障特約（2021） ・退院給付特約
・先進医療保障特約

●「健康サポート・キャッシュバック特約（2021）」の付加に伴う同意確認について
・ 健康サポート・キャッシュバック特約（2021）の付加にあたっては、キャッシュバックランク（①～③）の判定のために提出いただく被保険者の
健康診断の結果により当社が取得する「被保険者の身体・健康状態に関する情報」の取扱いに関し、下記１．～３．のすべての事項についてご契約者・
被保険者それぞれの同意が必要となります。
・ 下記１．～３．の事項について一つでも同意いただけない場合は、健康サポート・キャッシュバック特約（2021）を付加することはできません。

１．利用目的
・提出いただく被保険者の健康診断の結果により当社が取得する「被保険者の身体・健康状態に関する情報」は、以下の目的で利用いたします。

健康診断の結果の記載項目 利用目的

BMI（身長・体重を含みます）、血圧、尿糖、尿蛋白、脂質（中性脂肪）、
肝機能（GPT（ALT）、γ-GT（γ-GTP））、糖代謝（HbA1c、血糖）

健康サポート・キャッシュバックのお支払いおよび「MY健活レポート」等
の提供、保険契約のお引き受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等の
お支払い

上記を含むすべての項目 医事研究・統計

・ また、提出いただいた健康診断の結果等をもとに統計的に算出した疾病リスク予測等の分析・評価情報は、上記の各利用目的に加え、保険契約のご
提案に利用いたします。
・なお、お客さまに関する情報は、「個人情報の保護に関する方針」に基づき適切に管理し、以下の場合を除き、外部に提供することはありません。

・あらかじめお客さまの同意がある場合 ・法令により必要とされる場合または提供が認められている場合
・人の命、身体または財産の保護のために必要とされる場合 ・公共の利益のために必要とされる場合
・適切な安全管理をしたうえで業務委託を行なう場合 ・法令に基づき特定の者と共同で利用する場合

２．健康診断の結果の提出
・ご契約者と被保険者が異なる場合、健康診断の結果は被保険者の同意を前提に、ご契約者から提出いただきます。

３．「MY健活レポート」の提供
・ 提出いただいた健康診断の結果（健康サポート・キャッシュバックのお支払いに利用する健康診断の項目）等をもとに、健康関連の情報等を掲載し
た「MY健活レポート」をご契約者に提供いたします。
・「MY健活レポート」の掲載内容、および提供方法は以下のとおりです。

主な掲載内容 提供の方法（以下のいずれかの方法）

・健康サポート・キャッシュバックのランク判定結果
・統計的に算出した疾病リスク予測、健康アドバイス 等

・「MYほけんページ」からの閲覧
・生命保険募集人の専用端末からの閲覧
※ご希望により、郵送することも可能です。ご契約者が法人の場合は、郵送いたします。

・被保険者も、ご契約者の同意を前提に「MY健活レポート」の閲覧が可能です。
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表① 健診結果区分判定基準

健康診断の項目 40歳未満 ※２ 40歳以上 ※２
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

基礎

BMI＜kg/㎡＞ 18.5-24.9
15.0-18.4
または
25.0-29.9

30.0-34.9
14.9以下
または
35.0以上

18.5-24.9
15.0-18.4
または
25.0-29.9

30.0-34.9
14.9以下
または
35.0以上

血圧
収縮期＜mmHg＞ 129以下 130-139 140-159 160以上 129以下 130-139 140-159 160以上

拡張期＜mmHg＞ 84以下 85-89 90-99 100以上 84以下 85-89 90-99 100以上

尿
尿糖 （－） （±）以上

尿蛋白 （－） （±） （＋） （２＋）以上 （－） （±） （＋） （２＋）以上

血液
※３

脂質（中性脂肪）＜mg/dL＞ 30-149 150-299 300-499
29以下
または
500以上

30-149 150-299 300-499
29以下
または
500以上

肝機能
GPT（ALT）＜U/L＞ 30以下 31-40 41-50 51以上 30以下 31-40 41-50 51以上

γ-GT（γ-GTP）＜U/L＞ 50以下 51-80 81-100 101以上 50以下 51-80 81-100 101以上

糖代謝
HbA1c＜％＞ 5.5以下 5.6-5.9 6.0-6.4 6.5以上

血糖＜mg/dL＞ 99以下 100-109 110-125 126以上

表② キャッシュバックポイント判定基準 （単位：ポイント）

40歳未満 ※２ 40歳以上 ※２
性別 男性 女性 男性 女性

健診結果区分
健康診断の項目 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

基礎
BMI 30 20 ０ ０ 30 20 10 ０ 30 20 10 ０ 30 10 ０ ０

血圧
（収縮期・拡張期） 30 20 10 ０ 30 10 ０ ０ 30 20 10 ０ 30 20 10 ０

尿
尿糖 30 ０ 30 ０

尿蛋白 30 20 ０ ０ 30 20 10 ０ 30 20 ０ ０ 30 20 ０ ０

血液

脂質（中性脂肪） すべて
Ａの場合
10

０
すべて
Ａの場合
10

０
30 20 10 ０ 30 10 ０ ０

肝機能
（GPT（ALT）・γ-GT（γ-GTP）） 30 20 10 ０ 30 10 ０ ０

糖代謝
（HbA1c・血糖） 30 10 ０ ０ 30 20 ０ ０

・健診結果区分（表①）およびキャッシュバックポイント（表②）の判定にあたっては、以下の内容を必ずご確認ください。

BMI 提出された健康診断の結果にBMIの記載がない場合でも、体重および身長の記載があるときは、BMIは体重＜kg＞÷（身長＜m＞）²で計
算するものとします。小数第２位以下の端数が生じる場合には、端数を四捨五入します。

血圧 収縮期血圧および拡張期血圧の両方の結果が提出されていることを要します。収縮期血圧と拡張期血圧が異なる健診結果区分（Ａ～Ｄ）
となる場合は、キャッシュバックポイント（30～０）が低い方の健診結果区分（Ａ～Ｄ）とします。

肝機能 GPT（ALT）およびγ-GT（γ-GTP）の両方の結果が提出されていることを要します。GPT（ALT）とγ-GT（γ-GTP）が異なる健診結果
区分（Ａ～Ｄ）となる場合は、キャッシュバックポイント（30～０）が低い方の健診結果区分（Ａ～Ｄ）とします。

糖代謝 HbA1cまたは血糖のいずれかの結果が提出されていることを要します。HbA1cと血糖の両方の結果が提出された場合は、HbA1cの結
果により健診結果区分（Ａ～Ｄ）およびキャッシュバックポイント（30～０）を判定します。

表③ キャッシュバックランク判定基準

キャッシュバックランク キャッシュバックポイント合計（単位：ポイント）
被保険者が40歳未満 ※２ 被保険者が40歳以上 ※２

① 120以上 170以上

② 110 150以上160以下

③ 100以下 140以下

※２ 被保険者が健康診断を受診した日を含む保険年度の契約日または年単位の契約応当日時点の被保険者の満年齢によります。
※３ 40歳未満の方は、任意項目です。
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●特約保険金のご請求
・ ご請求額（指定保険金額）は、対象となる死亡保険金額の範囲内、かつ、3,000万円以内です。なお、メディカルスタイル Ｆ・メディカルスタイル 
Ｆ Jr.においては、終身保険特約の死亡保険金額の範囲内で設定できます。
・ 複数のご契約にリビング・ニーズ特約または重度がん保険金前払特約が付加されている場合、それぞれについて同一被保険者の指定保険金額を通算
して3,000万円を限度とします。
・ 指定保険金額の対象となる死亡保険金額は、主契約の死亡保険金額（ライフアカウント L.A.の第１保険期間中、明日のミカタ、元気のミカタは除く）
のほか、以下の特約の死亡保険金額などを含めます（死亡保険金額などの一部が指定保険金額として指定され、特約保険金をお支払いした場合には、
指定保険金額の対象となった主契約および特約の死亡保険金額などは、指定保険金額の分減額されたものとします。なお、死亡保険金額などの全部
が指定保険金額として指定され、特約保険金をお支払いした場合の取扱いは、商品によって異なりますので、該当商品の「ご契約のしおり 定款・約
款」をご確認ください）。

・生活サポート定期保険特約 ・定期保険特約 ・終身保険特約 ・家計保障年金特約
・終身保険特約（特約充当用） ・逓減定期保険特約 ・障害状態による特別終身特約

・ ライフアカウント L.A.について、第１保険期間中は、主契約の死亡給付金および障害状態による特別終身特約の死亡保険金は、指定保険金額の対象
とはなりません。
・生活サポート終身年金特約の死亡給付金は、指定保険金額の対象とはなりません。
・ 明日のミカタおよび元気のミカタについて、主契約、終身入院買増特約、終身入院買増特約（特約充当用）、介護終身年金給付特約の死亡給付金は、
指定保険金額の対象とはなりません。
・傷害特約、傷害特約（2021）、災害割増特約の災害死亡保険金および傷害死亡保険金は、指定保険金額の対象とはなりません。
・ 家計保障年金特約、逓減定期保険特約は、リビング・ニーズ特約の場合は特約保険金の請求日から６ヵ月後の換算保険金額または死亡保険金額、重
度がん保険金前払特約の場合は特約保険金の請求日から３年後の換算保険金額または死亡保険金額を指定保険金額の対象とします。
・ 新定期保険Ｅの主契約および以下の特約について、特約保険金の請求日から起算した表③の期間内に保険期間が満了するときは、指定保険金額の対
象とはなりません（特約については、更新されるときは対象となります）。

・定期保険特約 ・逓減定期保険特約 ・生活サポート定期保険特約 ・家計保障年金特約

表③

リビング・ニーズ特約 １年以内

重度がん保険金前払特約 　３年以内※

※ ライフアカウント L.A.、明日のミカタ、元気のミカタについて、以下の要件をすべて満たす場合、特約の保険期間満了時まで３年以内でも、その特
約の死亡保険金額を対象に含めます

・特約の保険期間満了日が主契約の保険料払込期間満了日と同一　　　・特約の保険期間満了後に更新されない
・ 特約の保険期間満了時における被保険者の年齢が、ライフアカウント L.A.の場合は76歳以下、明日のミカタおよび元気のミカタの場合は86歳以下

●特約保険金のお支払額
特約名 お支払い額 お支払いの限度

リビング・ニーズ特約

被保険者がご請求した指定保険金額から、指定保険金額に対応する６ヵ月分の利息と６ヵ月分の
保険料相当額を差し引いた金額をお支払いします（ただし、ご請求日から６ヵ月以内に定期保険
特約等の更新日がある場合は、更新後の期間相当分の保険料について、請求時の保険料率と更新
時の被保険者の年齢にもとづいて計算した保険料を用います）。

１契約につき１回限り
（特約は消滅します）

重度がん保険金前払特約

被保険者がご請求した指定保険金額から、指定保険金額に対応する３年分の利息と３年分の保険
料相当額を差し引いた金額をお支払いします（ただし、ご請求日から３年以内に定期保険特約等
の更新日がある場合は、更新後の期間相当分の保険料について、請求時の保険料率と更新時の被
保険者の年齢にもとづいて計算した保険料を用います）。

１契約につき１回限り
（特約は消滅します）

・ 特約保険金の受取人は被保険者です。ただし、ご契約者および死亡保険金受取人が、会社、官公署等の団体（団体の代表者を含む）のときは、ご契
約者（死亡保険金受取人）が特約保険金の受取人となります。
・リビング・ニーズ特約・重度がん保険金前払特約によりお支払いする保険金は、被保険者が受取人となる場合、非課税扱いになります。

●特約保険金のお支払後のお取扱い
・ 死亡保険金額などの全部を指定保険金額としてご請求いただきお支払いした場合、保険契約はご請求日にさかのぼって消滅します（ライフアカウン
ト L.A.の第１保険期間中、明日のミカタ、元気のミカタは除く）。この場合、主契約に付加されている特約も同時に消滅します。
・ 死亡保険金額などの一部を指定保険金額としてご請求いただきお支払いした場合、指定保険金額と同額を減額します。この場合、主契約に付加され
ている指定保険金額の対象とならない特約は、そのまま継続します。また、継続に必要な保険料は引き続きお払い込みいただきます。
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リビング・ニーズ特約・重度がん保険金前払特約
●特約保険金をお支払いする場合（支払事由）

保険金名 支払事由 備考

リビング・ニーズ
特約の特約保険金 余命６ヵ月以内と判断されるとき ・ 「余命６ヵ月以内」とは、特約保険金請求の際に、日本で一般的に認められた医療に

よる治療を行なっても余命が６ヵ月以内であることを意味します。

重度がん保険金前払
特約の特約保険金

所定の悪性新生物（がん）と医師に
よって診断確定され、以下のいずれ
かに該当すると判断されるとき
１． 治療をすべて受けたが、効果が
なかった

２． 被保険者の身体的状態では、い
かなる治療も受けられる見込み
がない

３． 効果が期待できる治療がない

・ 「治療」とは、公的医療保険制度における保険給付の対象となる治療のうち、日本で
一般に開示されている標準的な治療の指針（「診療ガイドライン」など※）にもとづ
く治療をいいます。そのような指針がない場合は、医師が有効と認めた治療をいい
ます。ただし、いずれの場合も、治癒を目的としない、痛みを和らげることなどを
目的とした「対症療法」は除きます。
※ がんの種類、進行状況などに応じた標準的な治療を、がん診療の指針として、悪性
新生物（がん）の専門学会などがまとめたものです
・ 「効果」とは、悪性新生物（がん）が縮小すること（腫瘍縮小効果）をいいます。た
だし、腫瘍縮小効果で判定できない白血病などは、それ以外の評価方法により判定
します。また腫瘍縮小効果のほかに効果を判定できる評価方法が標準的となった場
合、その評価方法により判定することがあります。

●重度がん保険金前払特約の対象となる所定の悪性新生物（がん）
対象となる悪性新生物とは、平成27年２月13日総務省告示第35号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要
ⅠCD－10（2013年版）準拠」に記載された分類項目中、表①の基本分類コードに規定される内容によるもので、かつ、厚生労働省大臣官房統計情報
部編「国際疾病分類－腫瘍学 第３版」中、新生物の性状を表す第５桁コードが表②にあたるものをいいます。

表① 対象となる悪性新生物の基本分類コード
分類項目 基本分類コード

口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物＜腫瘍＞
消化器の悪性新生物＜腫瘍＞
呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物＜腫瘍＞
骨及び関節軟骨の悪性新生物＜腫瘍＞
皮膚の悪性黒色腫
中皮及び軟部組織の悪性新生物＜腫瘍＞
乳房の悪性新生物＜腫瘍＞
女性生殖器の悪性新生物＜腫瘍＞
男性生殖器の悪性新生物＜腫瘍＞
腎尿路の悪性新生物＜腫瘍＞
眼、脳及びその他の中枢神経系の部位の悪性新生物＜腫瘍＞
甲状腺及びその他の内分泌腺の悪性新生物＜腫瘍＞
部位不明確、続発部位及び部位不明の悪性新生物＜腫瘍＞
リンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物＜腫瘍＞
独立した（原発性）多部位の悪性新生物＜腫瘍＞
性状不詳または不明の新生物※1 ＜腫瘍＞
血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害

Ｃ00－Ｃ14
Ｃ15－Ｃ26
Ｃ30－Ｃ39
Ｃ40－Ｃ41
Ｃ43

Ｃ45－Ｃ49
Ｃ50

Ｃ51－Ｃ58
Ｃ60－Ｃ63
Ｃ64－Ｃ68
Ｃ69－Ｃ72
Ｃ73－Ｃ75
Ｃ76－Ｃ80
Ｃ81－Ｃ96
Ｃ97

Ｄ37－Ｄ48
Ｄ50－Ｄ89

表② 対象となる新生物の性状を表す第5桁コード
対象となる新生物の性状を表す第5桁コード

/3…悪性、原発部位
/6…悪性、転移部位
 悪性、続発部位
/9…悪性、原発部位または転移部位の別不詳

（注）以下は、対象となる悪性新生物に含みません。
●上皮内癌（乳房・膀胱・腎盂・尿管等の非浸潤癌・非侵襲癌、
大腸の粘膜内癌等）および皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚癌
●国際対がん連合（UICC）の「TNM分類」が「T0」のも
の

備考
※１  例えば、真正赤血球増加症＜多血症＞（Ｄ45）、骨髄異形成症候群（Ｄ46）、慢性骨髄増殖性疾患（Ｄ47.1）、本態性（出血性）血小板血症（Ｄ

47.3）です。
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代理請求特約（被保険者請求サポート制度）
被保険者がお受取りになる保険金などについて、被保険者本人がご請求できない特別な事情がある場合に、代理請求人が被保険者に代わって保険金な
どをご請求いただくことができます。

＜ご参考＞ 指定代理請求制度について
被保険者が、保険金などについてご請求できない特別な事情があるときは、あらかじめ指定された方が被保険者に代わって保険金などをご請求でき
る制度があります。なお、商品によりお取扱いが異なりますので、詳細は「ご契約のしおり 定款・約款」をご確認ください。

●代理請求できる場合

・被保険者本人が、事故や病気で寝たきりなどの状態になり、保険金などのご請求を行なう意思表示が困難な場合
・被保険者本人が、がんなどの病名や余命６ヵ月以内であることを知らされていないため、保険金などをご請求できない場合

●代理請求の対象となる主な保険金など

・高度障害保険金 ・生活サポート終身年金 ・生活サポート保険金 ・がん保険金 ・がんケア給付金
・がん・上皮内新生物保険金 ・女性がん診断保険金 ・女性がん・上皮内新生物診断保険金 ・女性がん治療給付金 ・特定自費診療がん薬物治療給付金
・がん薬物治療給付金 ・がん治療充実給付金 ・がん先進医療給付金 ・６大疾病保険金 ・介護終身年金
・介護保険金 ・介護一時金 ・軽度介護一時金 ・障害給付金 ・災害高度障害保険金
・がん入院給付金 ・がん手術給付金 ・がん退院給付金 ・入院給付金 ・入院治療給付金
・先進医療給付金 ・災害入院給付金 ・疾病入院給付金 ・集中治療給付金 ・生活習慣病入院給付金
・女性特定疾病入院給付金 ・入院初期給付金 ・特定損傷給付金 ・手術給付金 ・退院給付金
・入院時手術給付金 ・入院時放射線治療給付金 ・外来時手術給付金 ・外来時放射線治療給付金 ・認知症保険金
・軽度認知障害保険金
・リビング・ニーズ特約の特約保険金 ・重度がん保険金前払特約の特約保険金　など
・ご契約者と被保険者が同一人である場合の障害状態による特別取扱い（障害状態による特別終身特約）
・ご契約者と被保険者が同一人である場合の保険料払込免除

■ただし、次の保険金などについては、代理請求できません。
　満期保険金、個人年金保険の年金、祝金、すえ置かれた保険金など

●代理請求できる方
保険金などのご請求時において、次のいずれかを満たす主契約の死亡保険金等受取人が代理請求人となります。なお、「医療保険 MYどっく プラス 
2012」に代理請求特約を付加された場合には、ご契約者があらかじめ指定した方で給付金などのご請求時において、次のいずれかを満たす指定代理
請求人から代理請求いただけます。「介護のささえ」、「パイオニアケアプラス」に代理請求特約を付加された場合で、第１回の介護終身年金の支払後
に代理請求するときには、介護終身年金の受取人が第１回の介護終身年金を請求する際に指定した、次のいずれかを満たす指定代理請求人から代理請
求いただけます。
①被保険者の戸籍上の配偶者　②被保険者の直系血族（祖父・祖母・父・母・子・孫など）　③被保険者の兄弟姉妹
④被保険者の３親等内の親族（配偶者の父母・おじ・おば・おい・めいなど）
⑤次のいずれかの者で、保険金などの受取人のために保険金などを請求する適切な関係があると当社が認めた者※１
ア．上記の①から④までの者以外の者で、被保険者と同居している者（内縁関係（事実婚）の配偶者、同性パートナー※２など）
イ．被保険者から委任を受ける等により、被保険者の財産の管理を行なっている者（会社等の団体（団体の代表者を含みます）を除きます）

代理請求できる方の範囲例

おじ・おば

おい・めい

直系血族

父・母 父・母 おじ・おば

配偶者

配偶者

子
おい・めい 配偶者

祖父・祖母 祖父・祖母

被保険者

配偶者

配偶者 孫

兄弟姉妹兄弟姉妹

※３ 一定の条件のもと、当社が
認めた場合に限ります。

戸籍上の配偶者

内縁関係（事実婚）の配偶者、
同性パートナーなど ※３

・ ご契約内容について保険契約者代理人からお問い合わせがあった場合、当社は、ご契約者または被保険者にお問い合わせがあったことをお知らせせ
ずに、保険契約者代理人に回答することがあります。
・ 保険契約者代理人に保険金などをお支払いした後または保険料のお払込みを免除した後、ご契約者または被保険者からお問い合わせがあった場合、
当社はその保険金などのお支払いまたは保険料のお払込みの免除の状況について事実に基づき回答いたします。この結果、ご契約者または被保険者
にお支払いの事実などを知られることがあります。
●ご契約者は、保険契約者代理人となられる方へあらかじめ「ご契約の内容」および「ご契約者に代わって手続きできること」を必ずお知らせください。
●契約見直しプラン（契約転換制度）をご利用の場合、転換前特約の保険契約者代理特約などは適用されなくなります。
●ご契約者が法人のご契約の場合は、保険契約者代理特約を付加することはできません。
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●その他ご留意いただきたい事項
・重度がん保険金前払特約の付加にあたっては、リビング・ニーズ特約の付加が必要です。
・ 重度がん保険金前払特約は、リビング・ニーズ特約が解約・解除またはリビング・ニーズ特約保険金のお支払いなどにより消滅したときに、同時に
消滅します。

・ リビング・ニーズ特約、重度がん保険金前払特約ともに、特約保険金のご請求に際しては、当社指定の診断書が必要となります。この診断書には、「お
支払いする場合」に該当するか否かの担当医師の診断のほか、検査や治療などに関する事項を記入していただく部分があります。

保険契約者代理特約（契約者手続サポート制度）
ご契約者が、保険契約に関するお手続きをする意思表示ができない場合などに、あらかじめ指定された保険契約者代理人が、ご契約者に代わって所定
のお手続きを行なうことができます。※１
※１  2023年6月以降を契約日・中途付加日とするご契約からお取扱いできます（お取扱開始日は保険商品によって異なります）。

住所変更、保険金額の減額、解約などの、ご契約者が行なうご契約に関するお手続きが対象となります。ただし、次のお手続きは代理可能なお手続き
の対象外です。

・告知を要する手続き※2
・後継年金受取人指定特約、年金移行特約等および年金支払特約の付加手続き
・ご契約者の変更手続き※3
・保険契約者代理人の変更手続き
・保険金等の受取人の変更手続き
・後継年金受取人の変更手続き
・ご契約者と被保険者が同一人である場合の、被保険者の同意を要する手続き

※２  ご契約者と被保険者が同一人でない場合の復活手続きは、代理可能な手続きです。
※３  被保険者と保険契約者代理人が同一人でない場合の、被保険者を新たなご契約者とする変更手続きは、代理可能な手続きです。

●代理可能なお手続きができる方
・保険契約者代理人は、あらかじめご契約者が指定する必要があります。
・ご契約者は、当社の承諾を得て、保険契約者代理人を変更することができます。
・保険契約者代理人は１名とし、ご契約者に代わって行なう手続き時における次のいずれかの者です。
①ご契約者の戸籍上の配偶者　②ご契約者の直系血族（祖父・祖母・父・母・子・孫など）　③ご契約者の兄弟姉妹
④ご契約者の３親等内の親族（配偶者の父母・おじ・おば・おい・めいなど）
⑤次のいずれかの者で、ご契約者のために手続きをする適切な関係があると当社が認めた者※４
ア．上記の①から④までの者以外で、ご契約者と同居している者（内縁関係（事実婚）の配偶者、同性パートナー※５など）
イ．ご契約者から委任を受ける等により、ご契約者の財産の管理を行なっている者
※４ 当社の定める書類の提出が必要となります。
※５ 男女の婚姻関係と異ならない程度の事実を備える、戸籍上の性別が同一である社会生活関係の相手方をいいます。

ご請求
①ご請求をご希望のときは、当社の担当者などにお申し出ください。
②ご連絡をいただき次第、ご請求のご案内およびその他必要書類をお送りいたします。
③ご請求のご案内をご覧のうえ、必要書類を当社へご返送ください（担当医師の診断書等が必要になります）。
④ご請求ができるのは、被保険者本人、または被保険者がご請求できない特別な事情があるときは、「代理請求人※」または「指定代理請求人」です。
 ※代理請求特約を付加した場合

・ 保険契約者代理人がお手続き時において、次のいずれかに該当する場合は、保険契約者代理人としての取扱いを受けることはできません。
１．未成年者（その親権者を含みます）　　２．成年被後見人（その後見人を含みます）　　３．破産者で復権を得ない者

・ また、保険契約者代理人が、ご契約者をお手続きを行なう意思表示が困難な状態などに故意に該当させた場合も保険契約者代理人としての取扱い
を受けることはできません。

●その他ご留意いただきたい事項
ご請求・お支払いについて
・ お支払いした保険金または返戻金などは、保険契約者代理人ではなく、ご契約者に帰属します。
・ 保険金または返戻金などを保険契約者代理人にお支払いした場合には、その後重複して保険金または返戻金などをご請求いただいてもお支払いで
きません。

代理可能なお手続きが
できる方の範囲例

おじ・おば

おい・めい

直系血族

父・母 父・母 おじ・おば

配偶者

配偶者

子
おい・めい 配偶者

祖父・祖母 祖父・祖母

契約者

配偶者

配偶者 孫

兄弟姉妹兄弟姉妹

※６ 一定の条件のもと、当社が
認めた場合に限ります。

戸籍上の配偶者

内縁関係（事実婚）の配偶者、
同性パートナーなど ※６
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＜ご参考＞取扱停止となった特約について
新規取扱停止となった主な特約について、現在ご加入の方の更新時などのご参考資料として概要を記載しています。
なお、販売時期により保障内容が異なる場合がありますので、詳細についてはご契約時の「ご契約のしおり 定款・約款」
をご確認ください。

生活サポート特約（終身型）・（有期型）／新・生活サポート特約（終身型）・（有期型）

● 基本サポート年金の支払対象期間を基本年数といいます。
●基本サポート年金と死亡保険金は重複してお支払いしません。
●終身サポート年金支払事由発生後に死亡したときは死亡給付金はお支払いしません。
●第１回の基本サポート年金をお支払いした場合、第１回の基本サポート年金の支払事由に該当した時以
後、新たに第１回の基本サポート年金の支払事由が発生したことにより基本サポート年金のご請求を受け
ても、お支払いしません。

●健康状態が回復したこと等により、基本サポート年金の年金支払対象期間満了日の翌日において、生活サ
ポート特約（終身型）では被保険者が所定の生活機能障害状態に該当していない場合、新・生活サポート
特約（終身型）では被保険者が所定の生活機能障害状態（2006）に該当していない場合には、生活サポー
ト特約または新・生活サポート特約はその時点で消滅し、終身サポート年金はお支払いしません。

●第１回の基本サポート年金支払事由発生日以後、将来の基本サポート年金および死亡給付金の支払いにか
えて、所定の金額を一時金でお受け取りいただくこともできます。この場合、以後の基本サポート年金お
よび死亡給付金はお支払いしません。

●お支払いの対象となる生活機能障害状態 （生活サポート特約（終身型）・（有期型）の場合）

眼の障害 両眼の視力を全く永久に失った
もの

言語・
そしゃくの障害

言語またはそしゃくの機能を全
く永久に失ったもの

両上肢の障害
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

両下肢の障害
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

片側半身の障害 片側１上肢および１下肢の用を
全く永久に失ったもの

10手指の障害 10手指を失ったもの

その他の
上・下肢の障害

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、または、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

認知症

所定の認知症による要介護状態
に該当し、その状態がその該当
した日からその日を含めて180
日継続したもの

心臓の障害 心臓の機能に著しく高度の障害
を永久に残したもの

呼吸器の障害 呼吸器の機能に著しく高度の障
害を永久に残したもの

肝臓の障害 肝臓の機能に著しく高度の障害
を永久に残したもの

寝たきり

所定の寝たきりによる要介護状
態に該当し、その状態がその該
当した日からその日を含めて
180日継続したもの

公的介護保険
制度の要介護
４・５

公的介護保険制度に基づき、要
介護４または５の状態に該当す
ると認定され、その認定が効力
を生じたもの

特定の難病に
よる障害

特定の難病により身体に著しい
運動障害を永久に残したもの

次ページへ続く

●基本サポート年金支払対象
期間満了日の翌日に所定の
生活機能障害状態に該当し
ているとき（生活サポート
特約（終身型）のみ）

終身サポート年金
基本サポート年金年額
と同額×一生涯

●基本サポート年金受取期間
中に死亡したとき

死亡給付金
（基本サポート年金年額×基
本年数※）－すでに支払った
基本サポート年金の合計額

●所定の生活機能障害状態
（2006）に該当したとき
（新・生活サポート特約（終
身型）・（有期型）の場合）

基本サポート年金
基本サポート年金年額

×基本年数※

●所定の生活機能障害状態に
該当したとき（生活サポー
ト特約（終身型）・（有期型）
の場合）

基本サポート年金
基本サポート年金年額

×基本年数※
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前ページより

その他のご注意点

●保険金などのご請求の際には、所定の書類、手続き等が必要となります。また、医師の検査結果の提出や所定の医師による診断等を求めることがあ
ります。詳しくは当社の担当者などにご確認ください。
●ベストスタイル、ベストスタイルJr.、メディカルスタイル Ｆ、メディカルスタイル Ｆ Jr.、明治安田のケガほけんに付加される特約について、当資
料では特約名称から［総合保険用］の文字を省略しています。
●認知症ケア、一時金給付型終身医療保険に付加される特約について、当資料では特約名称から［終身医療用］の文字を省略しています。また、特約
名称に（無解約返戻金型）、（解約返戻金抑制型）の文字が含まれる場合、当資料では（無解約返戻金型）、（解約返戻金抑制型）の文字を省略してい
ます。
●かんたん告知終身医療保険に付加される先進医療保障特約について、当資料では特約名称から［限定告知用］（無解約返戻金型）の文字を省略して
います。また、代理請求特約について、当資料では特約名称から［終身医療用］の文字を省略しています。
●明治安田のしっかりそなえるがん終身保険に付加される特約について、当資料では［がん終身用］の文字を省略しています。また、特約名称に（解
約返戻金抑制型）または（無解約返戻金型）の文字が含まれている場合、当資料では（解約返戻金抑制型）または（無解約返戻金型）の文字を省略
しています。
●いまから認知症保険に付加される特約について、当資料では特約名称から［認知症保険用］の文字を省略しています。また、特約名称に（解約返戻
金抑制型）の文字が含まれる場合、当資料では（解約返戻金抑制型）の文字を省略しています。
●介護のささえ、パイオニアケアプラスに付加される特約について、当資料では特約名称から［介護終身用］の文字を省略しています。
●ライフアカウント L.A.、メディカルアカウント m.a.に付加される特約について、特約名称に［積立終身用］の文字が含まれる場合、当資料では［積
立終身用］の文字を省略しています。
●明日のミカタ、元気のミカタに付加される特約について、特約名称に［終身入院用］の文字が含まれる場合、当資料では［終身入院用］の文字を省
略しています。

・ ただし、死亡保険金等受取人（指定代理請求人）が保険金などのご請求時において、次のいずれかに該当する場合は、代理請求人（指定代理請求人）
としての取扱いを受けることはできません。
１．未成年者（その親権者を含みます）　　２．成年被後見人（その後見人を含みます）　　３．破産者で復権を得ない者

・ また、保険金などの支払事由を故意に生じさせた者、または故意に被保険者がその保険金などをご請求できない特別な事情を招いた者も代理請求
人としての取扱いを受けることはできません。
※１ 当社の定める書類の提出が必要となります。
※２ 男女の婚姻関係と異ならない程度の事実を備える、戸籍上の性別が同一である社会生活関係の相手方をいいます。

●その他ご留意いただきたい事項
①特約の付加について
・代理請求特約を付加する際は、被保険者の同意を得て、ご契約者がお申し込みください。
・転換制度をご利用いただいた場合、転換前契約の指定代理請求制度などは適用されなくなります。
・代理請求特約を付加した場合、一部の主契約および特約に規定されている指定代理請求制度などはご利用いただけなくなります。 
・ 死亡保険金（給付金）受取人が法人である場合、代理請求特約を付加することはできません。また死亡保険金（給付金）受取人が法人に変更され
た場合には、代理請求特約は消滅します。
・死亡保険金等受取人が変更された場合、代理請求人も変更されます。
・ 死亡保険金等受取人が２人以上いる場合、所定の条件を満たした死亡保険金等受取人全員が代理請求人となります。この場合、代表者１名を定め
てその代表者からご請求ください。
・ 死亡保険金等受取人がお亡くなりになった場合、その死亡保険金等受取人の法定相続人が自動的に代理請求人となることはありません。この場合、
あらためて指定された新死亡保険金等受取人が代理請求人になります。

②ご請求・お支払いについて
・お支払いした保険金などは、代理請求人にではなく、被保険者本人に帰属します。
・保険金などを代理請求人にお支払いした場合には、その後重複して保険金などをご請求いただいてもお支払いできません。
・ ご契約内容について代理請求人からお問い合わせがあった場合、当社は、ご契約者または被保険者にお問い合わせがあったことをお知らせせずに
代理請求人に回答することがあります。
・ 代理請求人に保険金などをお支払いした後、ご契約者または被保険者からお問い合わせがあった場合、当社はその保険金などのお支払状況につい
て事実に基づき回答いたします。この結果、ご契約者または被保険者にお支払いの事実などを知られることがあります。

●要介護状態などに該当し、被保険者本人からのご請求が困難となった場合でも、保険金などを確実にご請求いただくために、ご契約者は、代理請求
人となられる方へあらかじめ「ご契約の内容」および「代理請求できること」を必ずお知らせください。

別
表
等
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遺族サポート特約

● 死亡以外の事由（所定の身体障害表の第１級の障害状態（高度障害状態）など）はお支払いの対象とはな
りません。

ライフアカウント L.A.の保障見直し制度をご利用の場合で、かつ保障見直し時の年齢が15歳以下の場合
は、この特約を新たに付加できます。

逓減定期保険特約Ⅰ型

● 死亡保険金・高度障害保険金のいずれかをお支払いした場合、特約は消滅し、重複してお支払いしません。
●所定の身体障害表の第１級の障害状態（高度障害状態）については 39ページをご覧ください。

ライフアカウント L.A.の保障見直し制度ご利用の場合は、この特約を新たに付加できます。

定期保険特約（２年間災害保障型）

● 第１保険期間（ご契約後２年間）中に不慮の事故以外で死亡または
所定の身体障害表の第１級の障害状態（高度障害状態）に該当した
ときはお支払いの対象とはなりません。

●災害死亡保険金・災害高度障害保険金については、所定の特定感染
症による死亡または所定の身体障害表の第１級の障害状態（高度障
害状態）に該当したときも保険金をお支払いします。所定の特定感
染症については 42ページをご覧ください。

●不慮の事故については 41ページをご覧ください。
●（災害）死亡保険金・（災害）高度障害保険金のいずれかをお支払い
した場合、特約は消滅し、重複してお支払いしません。

●所定の身体障害表の第１級の障害状態（高度障害状態）については
39ページをご覧ください。

新生存給付金付定期保険特約

● 死亡保険金・高度障害保険金のいずれかをお支払いした場合、特約
は消滅し、重複してお支払いしません。この場合、その後の生存給
付金はお支払いしません。

●所定の身体障害表の第１級の障害状態（高度障害状態）については
39ページをご覧ください。

●死亡したとき

死亡保険金
死亡保険金額

●この特約の第１保険期間
（ご契約後２年間）中に不
慮の事故の日から180日以
内に死亡または所定の身体
障害表の第１級の障害状態
（高度障害状態）に該当し
たとき

災害死亡保険金・
災害高度障害保険金
死亡保険金額

●この特約の第２保険期間中
に死亡または所定の身体障
害表の第１級の障害状態
（高度障害状態）に該当し
たとき

死亡保険金・
高度障害保険金
死亡保険金額

●死亡または所定の身体障害
表の第１級の障害状態（高
度障害状態）に該当したとき

死亡保険金・
高度障害保険金

保険期間の経過に応じて基
本保険金額の 1 0 0 ％ ・
90％・80％・70％・60％
（特約保険期間の５分の１が
経過するごとに逓減してい
きます）

●死亡または所定の身体障害
表の第１級の障害状態（高
度障害状態）に該当したとき

死亡保険金・
高度障害保険金
死亡保険金額

●ご契約後２・４・６・８・
10年後と15年後の特約保
険期間満了時に生存してい
るとき

生存給付金
２・４・６・８・10年後に
死亡保険金額の５％
15年後に特約保険期間
満了時に25％

52の留意事項」を必ずご確認ください。各特約について詳しくは「ご契約のしおり 定款・約款」をあわせてご確認ください。
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● お支払いの対象となる生活機能障害状態（2006）（新・生活サポート特約（終身型）・（有期型）の場合）

補足： 上記の生活機能障害状態および生活機能障害状態（2006）の障害の判定に際しては、障害状態の様
態により、障害状態に該当している期間が180日以上であるなどの経過観察日数を設けて判断するこ
とがあります。

ライフアカウント L.A.の保障見直し制度をご利用の場合で、かつ保障見直し時の年齢が15歳以下の場合
は、新・生活サポート特約（終身型）を新たに付加できます。

眼の障害 両眼の視力を全く永久に失った
もの

言語・
そしゃくの障害

言語またはそしゃくの機能を全
く永久に失ったもの

両上肢の障害
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

両下肢の障害
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

片側半身の障害 片側１上肢および１下肢の用を
全く永久に失ったもの

10手指の障害 10手指を失ったもの

その他の
上・下肢の障害

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、または、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

認知症

所定の認知症による要介護状態
に該当し、その状態がその該当
した日からその日を含めて180
日継続したもの

心臓の障害 心臓の機能に著しく高度の障害
を永久に残したもの

呼吸器の障害 呼吸器の機能に著しく高度の障
害を永久に残したもの

腎臓の障害 腎臓の機能に著しく高度の障害
を永久に残したもの

肝臓の障害 肝臓の機能に著しく高度の障害
を永久に残したもの

寝たきり

所定の寝たきりによる要介護状
態に該当し、その状態がその該
当した日からその日を含めて
180日継続したもの

公的介護保険
制度の要介護
４・５

公的介護保険制度に基づき、要
介護４または５の状態に該当す
ると認定され、その認定が効力
を生じたもの

※基本年数は生活サポート特約
（終身型）・（有期型）および新・
生活サポート特約（有期型）は
10年、新・生活サポート特約
（終身型）は５年または10年です。

前ページより

●基本サポート年金支払対象
期間満了日の翌日に所定の
生活機能障害状態（2006）
に該当しているとき（新・
生活サポート特約（終身
型）のみ）

終身サポート年金
基本サポート年金年額
と同額×一生涯

●基本サポート年金の支払事
由発生前に死亡したとき

死亡保険金
基本サポート年金年額

×基本年数※

51 74ページに記載の「保険金・給付金などのお支払いについて 　
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女性特定がん保障定期保険特約

●お支払いの対象となる所定の悪性新生物（がん）

悪性新生物

乳房の悪性新生物
子宮頸（部）の悪性新生物
子宮体部の悪性新生物
子宮の悪性新生物、部位不明
卵巣の悪性新生物
白血病

●所定の悪性新生物（乳がん・所定の子宮がん・卵巣がん・所定の白血病）と医師によって診断確定された
時期が、責任開始日から90日以内の場合には、女性特定がん保険金はお支払いしません。この場合、そ
の診断確定日から6ヵ月以内にご契約者からお申し出があったときは、特約を無効とします。この申し出
がないときは、特約は継続しますが、死亡・高度障害保障のみが継続し、がん保障はありません。

●死亡保険金・高度障害保険金・女性特定がん保険金のいずれかの保険金をお支払いした場合、特約は消滅
し、重複してお支払いしません。

●所定の身体障害表の第１級の障害状態（高度障害状態）については 39ページをご覧ください。

がん治療保障特約

● 非浸潤性の悪性新生物、上皮内新生物、皮膚がんはお支払いの対象とはなりません（ただし、皮膚の悪性
黒色腫は対象となります）。

●がんケア給付金支払対象期間中に、この特約の保険期間が満了した場合には、そのがんケア給付金支払対
象期間は、この特約の有効中の期間とみなし、がんケア給付金をお支払いします。

●がん保険金のお支払いの限度は合計４回までです。
●所定の悪性新生物（がん）と医師によって診断確定された時期が、責任開始日から90日以内の場合には、
がん保険金はお支払いしません。

●がんケア給付金支払対象期間中に新たにがん保険金の支払事由に該当した場合、そのがんケア給付金支払
対象期間のがんケア給付金は、以後、お支払いしません。

●４回目のがん保険金に対するがんケア給付金のお支払いはありません。
●４回目のがん保険金をお支払いした場合、特約は消滅します。
●お支払いの対象となる所定の悪性新生物（がん）については 26ページをご覧ください。
●新たに所定の悪性新生物（がん）と医師によって診断確定されたときについては 26ページをご覧ください。

ライフアカウント L.A.の保障見直し制度ご利用の場合は、この特約を新たに付加できます。

●責任開始日から90日を経過
した後に、所定の悪性新生
物（がん）と医師によって
診断確定されたとき、また
は直前に支払われたがん保
険金の支払事由に該当した
日から２年を経過した後、
新たに所定の悪性新生物
（がん）と医師によって診
断確定されたとき（同一臓
器内での転移は除きます）

がん保険金
がん保険金額

初回＋再発３回まで保障

●所定の悪性新生物（がん）
になった後、その支払事由
発生日の年単位の応当日に
生存しているとき（最長５
年間）

がんケア給付金
がん保険金額の１割

●死亡または所定の身体障害
表の第１級の障害状態（高
度障害状態）に該当したとき

死亡保険金・
高度障害保険金
死亡保険金額

●責任開始日から90日を経
過した後に、所定の悪性新
生物（乳がん・所定の子宮
がん・卵巣がん・所定の白
血病）と医師によって診断
確定されたとき

女性特定がん保険金
死亡保険金額と同額

54の留意事項」を必ずご確認ください。各特約について詳しくは「ご契約のしおり 定款・約款」をあわせてご確認ください。
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がん治療保障定期保険特約

● がん保険金のお支払いの限度は合計４回までです。
●所定の悪性新生物（がん）と医師によって診断確定された時期が、責任開始日から90日以内の場合には、
がん保険金はお支払いしません。この場合、その診断確定日から6ヵ月以内にご契約者からお申し出があっ
たときは、特約を無効とします。この申し出がないときは、特約は継続しますが、死亡・高度障害保障の
みが継続し、がん保障はありません。

●がんケア給付金支払対象期間中に新たにがん保険金の支払事由に該当した場合、そのがんケア給付金支払
対象期間のがんケア給付金は、以後、お支払いしません。

●４回目のがん保険金に対するがんケア給付金のお支払いはありません。
●死亡・高度障害保険金・４回目のがん保険金のいずれかをお支払いした場合、特約は消滅し、重複してお
支払いしません。

●非浸潤性の悪性新生物、上皮内新生物、皮膚がんはお支払いの対象とはなりません（ただし、皮膚の悪性
黒色腫は対象となります）。

●がんケア給付金支払対象期間中に、この特約の保険期間が満了した場合には、そのがんケア給付金支払対
象期間は、この特約の有効中の期間とみなし、がんケア給付金をお支払いします。

●お支払いの対象となる所定の悪性新生物（がん）については 26ページをご覧ください。
●新たに所定の悪性新生物（がん）と医師によって診断確定されたときについては 26ページをご覧ください。
●所定の身体障害表の第１級の障害状態（高度障害状態）については 39ページをご覧ください。

ライフアカウント L.A.の保障見直し制度をご利用の場合で、かつ保障見直し時の年齢が15歳以下の場合
は、この特約を新たに付加できます。

●所定の悪性新生物（がん）
になった後、その支払事由
発生日の年単位の応当日に
生存しているとき（最長５
年間）

がんケア給付金
がん保険金額の１割

●死亡または所定の身体障害
表の第１級の障害状態（高
度障害状態）に該当したとき

死亡保険金・
高度障害保険金
死亡保険金額

●責任開始日から90日を経過
した後に、所定の悪性新生
物（がん）と医師によって
診断確定されたとき、また
は直前に支払われたがん保
険金の支払事由に該当した
日から２年を経過した後、
新たに所定の悪性新生物
（がん）と医師によって診
断確定されたとき（同一臓
器内での転移は除きます）

がん保険金
がん保険金額

初回＋再発３回まで保障

53 74ページに記載の「保険金・給付金などのお支払いについて 　
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６大疾病保障特約

● お支払いの対象となる急性心筋梗
こう

塞
そく

・脳卒中・重度の糖尿病・重度の高血圧性疾患（高血圧性網膜
症）・慢性腎臓病・肝硬変による所定の状態

急性心筋梗塞

急性心筋梗塞を発病し、その病気
によりはじめて医師の診療を受け
た日からその日を含めて60日以
上、労働の制限を必要とする状態
（軽い家事等の軽労働や事務等の
座業はできるが、それ以上の活動
では制限を必要とする状態）が継
続したと医師によって診断された
とき、またはその病気の治療を直
接の目的とした所定の手術を受け
たとき（陳旧性心筋梗塞、狭心症
はお支払いの対象とはなりません）

重度の
高血圧性疾患
（高血圧性
網膜症）

高血圧性疾患を発病し、その病気
により高血圧性網膜症（キース・
ワグナー分類において３群または
４群の眼底所見を示す状態）であ
ると医師によって診断されたとき

脳卒中

脳卒中（くも膜下出血・脳内出血・
脳梗塞）を発病し、その病気によ
りはじめて医師の診療を受けた日
からその日を含めて60日以上、言
語障害、運動失調、麻痺等の他覚
的な神経学的後遺症が継続したと
医師によって診断されたとき、ま
たはその病気の治療を直接の目的
とした所定の手術を受けたとき

慢性腎臓病

慢性腎臓病の状態になったと医師
によって診断され、医師が必要と
認める永続的な人工透析療法を開
始したとき

重度の糖尿病

糖尿病を発病し、医師が必要と認
める日常的かつ継続的なインスリ
ン療法を開始し、その開始日から
起算して180日間継続して受けた
とき

肝硬変

肝硬変の状態になったと医師に
よって病理組織学的所見（生検）
により診断されたとき（病理組織
学的所見（生検）が得られない場
合には、他の所見による診断も認
めることがあります）

●急性心筋梗塞または脳卒中の所定の手術については 35ページをご覧ください。
●キース・ワグナー分類については 35ページをご覧ください。
●６大疾病保険金のお支払いは１回限りで、保険金をお支払いした場合、特約は消滅します。
●所定の身体障害表の第１級の障害状態（高度障害状態）については 39ページをご覧ください。

●急性心筋梗
こう

塞
そく

・脳卒中・重
度の糖尿病・重度の高血圧
性疾患（高血圧性網膜症）・
慢性腎臓病・肝硬変による
所定の状態に該当したとき

６大疾病保険金
６大疾病保険金額

56の留意事項」を必ずご確認ください。各特約について詳しくは「ご契約のしおり 定款・約款」をあわせてご確認ください。
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特定疾病保障定期保険特約Ⅰ型

●特定疾病保険金のお支払事由

悪性新生物（がん）

責任開始時以後に、所定の悪性新生物（がん）と医師によって診断確定されたとき。
ただし非浸潤性の悪性新生物、上皮内新生物、皮膚がんはお支払いの対象とはなり
ません（皮膚の悪性黒色腫はお支払いの対象となります）。
また、責任開始日から90日以内に医師によって診断確定された乳房の悪性新生物
（がん）については、お支払いの対象とはなりません。

急性心筋梗塞

責任開始時以後の病気を原因として、急性心筋梗塞を発病し、その病気によりはじ
めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とす
る状態が継続したと医師によって診断されたとき、またはその病気の治療を直接の
目的とした所定の手術を受けたとき（陳旧性心筋梗塞、狭心症はお支払いの対象と
はなりません）

脳卒中

責任開始時以後の病気を原因として、脳卒中（くも膜下出血・脳内出血・脳梗塞）
を発病し、その病気によりはじめて医師の診療を受けた日からその日を含めて60
日以上、言語障害・運動失調・麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師
によって診断されたとき、またはその病気の治療を直接の目的とした所定の手術を
受けたとき

●死亡保険金・高度障害保険金・特定疾病保険金のいずれかをお支払いした場合、特約は消滅し、重複して
お支払いしません。

●所定の身体障害表の第１級の障害状態（高度障害状態）については 39ページをご覧ください。

６大疾病保障定期保険特約

● お支払いの対象となる急性心筋梗
こう

塞
そく

・脳卒中・重度の糖尿病・重度の高血圧性疾患（高血圧性網膜
症）・慢性腎臓病・肝硬変による所定の状態

急性心筋梗塞

急性心筋梗塞を発病し、その病気
によりはじめて医師の診療を受け
た日からその日を含めて60日以
上、労働の制限を必要とする状態
（軽い家事等の軽労働や事務等の
座業はできるが、それ以上の活動
では制限を必要とする状態）が継
続したと医師によって診断された
とき、またはその病気の治療を直
接の目的とした所定の手術を受け
たとき（陳旧性心筋梗塞、狭心症
はお支払いの対象とはなりません）

重度の
高血圧性疾患
（高血圧性
網膜症）

高血圧性疾患を発病し、その病気
により高血圧性網膜症（キース・
ワグナー分類において３群または
４群の眼底所見を示す状態）であ
ると医師によって診断されたとき

脳卒中

脳卒中（くも膜下出血・脳内出血・
脳梗塞）を発病し、その病気によ
りはじめて医師の診療を受けた日
からその日を含めて60日以上、言
語障害、運動失調、麻痺等の他覚
的な神経学的後遺症が継続したと
医師によって診断されたとき、ま
たはその病気の治療を直接の目的
とした所定の手術を受けたとき

慢性腎臓病

慢性腎臓病の状態になったと医師
によって診断され、医師が必要と
認める永続的な人工透析療法を開
始したとき

重度の糖尿病

糖尿病を発病し、医師が必要と認
める日常的かつ継続的なインスリ
ン療法を開始し、その開始日から
起算して180日間継続して受けた
とき

肝硬変

肝硬変の状態になったと医師に
よって病理組織学的所見（生検）
により診断されたとき（病理組織
学的所見（生検）が得られない場
合には、他の所見による診断も認
めることがあります）

●急性心筋梗塞または脳卒中の所定の手術については 35ページをご覧ください。
●キース・ワグナー分類については 35ページをご覧ください。
●死亡保険金・高度障害保険金・６大疾病保険金のいずれかをお支払いした場合、特約は消滅し、重複して
お支払いしません。

●所定の身体障害表の第１級の障害状態（高度障害状態）については 39ページをご覧ください。

●死亡または所定の身体障害
表の第１級の障害状態（高
度障害状態）に該当したとき

死亡保険金・
高度障害保険金
死亡保険金額

●所定の悪性新生物（がん）・
急性心筋梗塞・脳卒中に
なったとき

特定疾病保険金
死亡保険金額と同額

●急性心筋梗
こう

塞
そく

・脳卒中・重
度の糖尿病・重度の高血圧
性疾患（高血圧性網膜症）・
慢性腎臓病・肝硬変による
所定の状態に該当したとき

６大疾病保険金
死亡保険金額と同額

●死亡または所定の身体障害
表の第１級の障害状態（高
度障害状態）に該当したとき

死亡保険金・
高度障害保険金
死亡保険金額

55 74ページに記載の「保険金・給付金などのお支払いについて 　
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介護保障定期保険特約

●お支払いの対象となる所定の重度要介護状態
・ 公的介護保険制度に基づき、要介護４以上の状態に該当すると認定され、その認定が効力を生じたとき
・ 所定の要介護状態※に該当し、その該当した日から起算して180日以上継続したことが医師によって診断
確定されたとき

※所定の要介護状態

要介護状態

次のいずれかに該当したとき
１． 常時寝たきり状態で、下表のａに該当し、かつ、下表のｂ～ｅのうち２項目以
上に該当して他人の介護を要する状態

２． 器質性認知症と診断確定され、意識障害のない状態において見当識障害が日常
的かつ継続的にあり、かつ、下表のｂ～ｅのいずれかに該当して他人の介護を
要する状態

ａ．歩行（歩幅や速度は問わず立った状態から５ｍ以上歩くこと）
　　杖、歩行器等の補助用具を使用したり、壁で手を支えたりしても、自分では歩行できず、他人が体
を支える等の直接的な介護を要する。

ｂ．衣服の着脱（用意された衣服を着たり、脱いだりすること。収納場所からの出し入れ等は含まない）
　　補助用具を使用したり、衣服を工夫したりしても、自分では衣服の着脱ができず、他人が衣服を着
せる等の直接的な介護を要する。

ｃ．入浴（浴槽を出入りすること。洗身や浴室への移動、衣服の着脱等は含まない）
　　補助用具を使用したり、浴槽を工夫したりしても、自分では入浴できず、他人が体を支える等の直
接的な介護を要する。

ｄ．食物の摂取（用意された食物を食べること。調理・配膳・後片付け等は含まない）
　　補助用具を使用したり、食物を選定・工夫したりしても、自分では食物の摂取ができず、他人が食
物を口に運ぶ等の直接的な介護を要する。

ｅ．排泄の後始末（大小便の排泄後の身体の汚れを拭き取ること）
　　補助用具を使用しても、自分では排泄の後始末ができず、他人が汚れを拭き取る等の直接的な介護
を要する。

（注） 上記について、時間帯や外的環境によって状況が異なる場合には、より頻回にみられる状況や日頃の
状況に基づくものとします。

●死亡保険金・高度障害保険金・介護保険金のいずれかをお支払いした場合、特約は消滅し、重複してお支
払いしません。

●所定の身体障害表の第１級の障害状態（高度障害状態）については 39ページをご覧ください。

●死亡または所定の身体障害
表の第１級の障害状態（高
度障害状態）に該当したとき

死亡保険金・
高度障害保険金
死亡保険金額

●所定の重度要介護状態に該
当したとき

介護保険金
死亡保険金額と同額

58の留意事項」を必ずご確認ください。各特約について詳しくは「ご契約のしおり 定款・約款」をあわせてご確認ください。
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重度障害保障定期保険特約

●お支払いの対象となる所定の重度障害状態

補足： 以上の障害に定める「回復の見込みのない」の判定に際しては、障害状態の様態により、障害状態に
該当している期間が180日以上であるなどの経過観察日数を設けて判断することがあります。

●死亡保険金・高度障害保険金・重度障害保険金のいずれかをお支払いした場合、特約は消滅し、重複して
お支払いしません。

●所定の身体障害表の第１級の障害状態（高度障害状態）については 39ページをご覧ください。
●不慮の事故については 41ページをご覧ください。

眼の障害
（視力障害）

両眼の視力に著しい障害を永
久に残したもの

耳の障害
（聴力障害）

両耳の聴力を全く永久に失っ
たもの

上・下肢の障害

以下のいずれかを満たすもの
・ １上肢を手関節以上で失っ
たもの
・ １下肢を足関節以上で失っ
たもの
・ １上肢または１下肢の用を
全く永久に失ったもの
・ １上肢または１下肢の３大
関節中の２関節以上の用を
全く永久に失ったもの

脊柱の障害 脊柱に著しい奇形または著し
い運動障害を永久に残すもの

心臓機能の障害

以下のいずれかに該当し、か
つ身体活動を制限する必要の
あるもの
・ 恒久的心臓ペースメーカー
を装着したもの
・ 心臓に人工弁を置換した
もの

腎臓機能の障害

以下をともに満たすもの
・ 腎臓の機能を全く永久に
失ったもの
・ 人工透析療法または腎移植
を受けたもの

呼吸器機能の
障害

呼吸器の機能に著しい障害を
永久に残し、かつ酸素療法を
受けたもの

膀胱または
直腸機能の障害

以下のいずれかを満たすもの
・ 膀胱を全摘出し、かつ人工
膀胱を造設したもの
・ 膀胱を全摘出し、かつ尿路
変更術を受けたもの
・ 直腸を切断し、かつ人工肛
門を造設したもの

代謝機能の障害

インスリン治療を受け、かつ
代謝の障害による合併症を原
因とする所定の状態に該当し
たもの

肝臓機能の障害

以下のいずれかを満たすもの
・ 肝臓の機能に著しい障害を
永久に残し、かつ腹水穿刺
排液を受けたもの
・肝移植術を受けたもの

消化器機能の
障害

以下をともに満たすもの
・ 栄養維持が困難となるため
栄養所要量の40％以上を
常時中心静脈栄養法で行な
う必要があり、回復の見込
みがないこと
・ 小腸を切除したことによ
り、残存空・回腸が手術時
150cm未満となるか、ま
たは小腸機能の一部または
全部を永久に失ったもの

血液・
造血器疾患

血液・造血器の疾患により、
骨髄移植を受けたものまたは
これに準ずるもの
ただし、放射線障害や固形腫
瘍に対する抗がん剤治療に伴
う骨髄移植は除く

新・介護保障定期保険特約

●お支払いの対象となる所定の軽度要介護状態

・公的介護保険制度に基づき、要介護２以上の状態に該当すると認定され、その認定が効力を生じたとき

・次のいずれかを満たすことが、医師によって診断確定されたとき
１． 歩行障害による要介護状態に該当し、その状態が該当した日から起算して継続して180日あり、かつ、
回復の見込みがないこと

２． 認知症による要介護状態に該当し、その状態が該当した日から起算して継続して180日あること

●公的介護保険制度に基づく要介護２以上の状態、歩行障害による要介護状態、認知症による要介護状態に
ついては 36~ 38ページをご覧ください。

●死亡保険金・高度障害保険金・介護保険金のいずれかをお支払いした場合、特約は消滅し、重複してお支
払いしません。

●所定の身体障害表の第１級の障害状態（高度障害状態）については 39ページをご覧ください。

●病気や不慮の事故で所定の
重度障害状態に該当した
とき

重度障害保険金
死亡保険金額と同額

●死亡または所定の身体障害
表の第１級の障害状態（高
度障害状態）に該当したとき

死亡保険金・
高度障害保険金
死亡保険金額

●死亡または所定の身体障害
表の第１級の障害状態（高
度障害状態）に該当したとき

死亡保険金・
高度障害保険金
死亡保険金額

●所定の要介護状態に該当し
たとき

介護保険金
死亡保険金額と同額
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３大疾病無制限入院特約
（120日型）・（365日型）

● 災害入院給付金・疾病入院給付金について、重複してお支払いしません。
●１回の入院につき120日分を限度とする120日型と365日分を限度とする365日型があります。また、災
害入院給付金・疾病入院給付金のお支払いの限度はそれぞれ、通算して1,095日分までです。ただし、３
大疾病（悪性新生物（がん）・上皮内新生物、急性心筋梗塞、脳卒中）の治療を目的とする入院の疾病入
院給付金についてはお支払いの限度はありません。

●集中治療給付金のお支払いの限度は通算して120日分までです。
●不慮の事故については 41ページをご覧ください。
●３大疾病（悪性新生物（がん）・上皮内新生物、急性心筋梗塞、脳卒中）については 69ページをご覧くだ
さい。

●集中治療室管理については 69ページをご覧ください。
●在宅ホスピスケアについては 74ページをご覧ください。

ライフアカウント L.A.の保障見直し制度ご利用の場合は、この特約を新たに付加できます。

入院保障特約（Ａ）

● 災害入院給付金・疾病入院給付金について、重複してお支払いしません。
●災害入院給付金・疾病入院給付金のお支払いの限度はそれぞれ、１回の入院につき120日分、通算して
1,095日分までです。

●不慮の事故については 41ページをご覧ください。

入院保障特約（Ｂ）
（1.5倍型・２倍型・2.5倍型・３倍型）

● 災害入院給付金・疾病入院給付金・特別入院給付金につ
いて、重複してお支払いしません。

●災害入院給付金・疾病入院給付金・特別入院給付金のお
支払いの限度はそれぞれ、１回の入院につき120日分、
通算して1,095日分までです。

●不慮の事故については 41ページをご覧ください。
●特別入院給付金のお支払いの対象となる所定の特定疾
病については 73ページをご覧ください。

●不慮の事故の日から180日
以内に１日以上入院した
とき

災害入院給付金
入院給付金日額×入院日数

●病気で１日以上入院した
とき

疾病入院給付金
入院給付金日額×入院日数

３大疾病による
入院時支払日数無制限

在宅ホスピスケアなども保障

●不慮の事故や病気で集中治
療室管理を受けたとき

集中治療給付金
入院給付金日額

×集中治療室管理日数

●不慮の事故の日から180日
以内に継続して５日以上入
院したとき

災害入院給付金
入院給付金日額
×（入院日数－４日）

●病気で継続して５日以上入
院したとき

疾病入院給付金
入院給付金日額
×（入院日数－４日）

●不慮の事故の日から180日
以内に継続して５日以上入
院したとき

災害入院給付金
基準入院給付金日額
×（入院日数－４日）

●所定の特定疾病以外の病気
で継続して５日以上入院し
たとき

疾病入院給付金
基準入院給付金日額
×（入院日数－４日）

●所定の特定疾病（悪性新生物（が
ん）・上皮内新生物、ベーチェット病
など）を直接の原因として継続して
５日以上入院したとき

特別入院給付金

基準入院
給付金日額 （入院日数－４日）× ×

1.5
2
2.5
3
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介護終身年金給付特約

● 第１回の介護終身年金をお支払いした場合は、死亡給付金はお支払いしません。
●所定の身体障害表の第１級の障害状態（高度障害状態）については 39ページをご覧ください。
●公的介護保険制度に基づく要介護４または５の状態、寝たきりによる要介護状態、認知症による要介護状
態については 36~ 38ページをご覧ください。

入院特約
（120日型）・（365日型）

● 災害入院給付金・疾病入院給付金について、重複してお支払いしません。
●１回の入院につき120日分を限度とする120日型と365日分を限度とする365日型があります。また、災
害入院給付金・疾病入院給付金のお支払いの限度はそれぞれ、通算して1,095日分までです。

●不慮の事故については 41ページをご覧ください。
●在宅ホスピスケアについては 74ページをご覧ください。

ライフアカウント L.A.およびメディカルアカウント m.a.の保障見直し制度ご利用の場合は、この特約を
新たに付加できます。

●第１回の介護終身年金
次のいずれかに該当したとき
・公的介護保険制度に基づき、
要介護４または５の状態に
該当すると認定され、その
認定が効力を生じたとき

・次のいずれかを満たすこと
が、医師によって診断確定
されたとき
１． 寝たきりによる要介護
状態に該当し、その状
態が該当した日から起
算して継続して180日
あること

２． 認知症による要介護状
態に該当し、その状態
が該当した日から起算
して継続して180日あ
ること

・所定の身体障害表の第１級
の障害状態（高度障害状態）
に該当したとき

●第２回以後の介護終身年金
第１回の介護終身年金が支払
われた場合で、年金支払日※
に生存しているとき

介護終身年金
介護終身年金年額×一生涯

●死亡したとき

死亡給付金
介護終身年金年額と同額

※第１回の介護終身年金の支払事
由発生日の年単位の応当日を
いいます。

●不慮の事故の日から180日
以内に１日以上入院した
とき

災害入院給付金
入院給付金日額×入院日数

●病気で１日以上入院した
とき

疾病入院給付金
入院給付金日額×入院日数

在宅ホスピスケアなども保障
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女性医療特約

● 女性特定疾病入院給付金のお支払いの限度は、継続した１回の入院について120日分、通算して1,095日
分までです。

●所定の女性特定疾病以外の病気または不慮の事故を直接の原因とする入院中に所定の女性特定疾病の治療
を受けた場合は、所定の女性特定疾病の治療を開始した日から所定の女性特定疾病による入院をしたもの
とみなします。ただし、その所定の女性特定疾病のみによっても入院する必要がある場合に限ります。

●女性特定疾病入院給付金のお支払いの対象となる所定の女性特定疾病について詳しくは「ご契約のしおり 
定款・約款」をご覧ください。

入院初期給付特約

● お支払いの限度は１回の入院につき１回、通算して30回までです。
●不慮の事故については 41ページをご覧ください。

ライフアカウント L.A.およびメディカルアカウント m.a.の保障見直し制度ご利用の場合は、この特約を
新たに付加できます。

７日入院特約

● お支払いの限度は、１回の入院につき７日分、通算して60日分までです。
●不慮の事故については 41ページをご覧ください。

保障付積立保険災害入院保障特約

● お支払いの限度は、１回の入院につき120日分、通算して1,095日分までです。
●不慮の事故については 41ページをご覧ください。
●給付金のお支払いの対象となる入院とは、医師等による治療が必要であり、かつ自宅等での治療が困難な
ため、所定の病院または診療所に入り、常に医師等の管理下で治療に専念することをいいます。自宅等で
の療養や通院での治療が可能であるにもかかわらず入院している場合や、外出や外泊を繰り返して治療に
専念しない場合などは、お支払いの対象とはなりません。

●１回の入院のお支払いの限度の規定の適用にあたり、同一の不慮の事故による入院を２回以上した場合、
事故の日を含めて180日以内に開始した入院は１回の入院とみなします。

●子宮筋腫など所定の女性特
定疾病で継続して５日以上
入院したとき

女性特定疾病入院給付金
基準入院給付金日額
×（入院日数－４日）

●子宮筋腫など所定の女性特
定疾病で継続して30日以
上入院後、生存して退院し
たとき

女性特定疾病
自宅療養給付金

基準入院給付金日額の10倍

●不慮の事故や病気で継続し
て２日以上入院したとき

入院初期給付金
入院初期給付金額

●病気や不慮の事故で１日以
上入院したとき

７日入院給付金
７日入院給付金日額
×入院日数

●不慮の事故の日から180日
以内に継続して５日以上入
院したとき

災害入院給付金
災害入院給付金日額
×（入院日数－４日）

62の留意事項」を必ずご確認ください。各特約について詳しくは「ご契約のしおり 定款・約款」をあわせてご確認ください。
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７大生活習慣病入院特約
（120日型）・（365日型）

● 所定の７大生活習慣病以外の病気または不慮の事故を直接の原因とする入院中に所定の７大生活習慣病の治
療を受けた場合は、所定の７大生活習慣病の治療を開始した日から所定の７大生活習慣病による入院をした
ものとみなします。ただし、その所定の７大生活習慣病のみによっても入院する必要がある場合に限ります。

●１回の入院につき120日分を限度とする120日型と365日分を限度とする365日型があります。また、お
支払いの限度は通算して1,095日分までです。

●お支払いの対象となる所定の７大生活習慣病については 69ページをご覧ください。
●在宅ホスピスケアについては 74ページをご覧ください。

ライフアカウント L.A.およびメディカルアカウント m.a.の保障見直し制度ご利用の場合は、この特約を
新たに付加できます。

生活習慣病入院特約
（120日型）・（365日型）

● 生活習慣病入院給付金のお支払いの限度別に、継続した１回の入院につき120日分を限度とする120日型
と365日分を限度とする365日型があります。また、お支払いの限度は通算して1,095日分までです。

●所定の生活習慣病以外の病気または不慮の事故を直接の原因とする入院中に所定の生活習慣病の治療を受
けた場合は、所定の生活習慣病の治療を開始した日から所定の生活習慣病による入院をしたものとみなし
ます。ただし、その所定の生活習慣病のみによっても入院する必要がある場合に限ります。

●在宅ホスピスケアについては 74ページをご覧ください。

女性疾病入院特約
（120日型）・（365日型）

● 所定の女性特定疾病以外の病気または不慮の事故を直接の原因とする入院中に所定の女性特定疾病の治療
を受けた場合は、所定の女性特定疾病の治療を開始した日から所定の女性特定疾病による入院をしたもの
とみなします。ただし、その所定の女性特定疾病のみによっても入院する必要がある場合に限ります。

●１回の入院につき120日分を限度とする120日型と365日分を限度とする365日型があります。また、お
支払いの限度は通算して1,095日分までです。

●お支払いの対象となる所定の女性特定疾病については 70ページをご覧ください。
●在宅ホスピスケアについては 74ページをご覧ください。

ライフアカウント L.A.およびメディカルアカウント m.a.の保障見直し制度ご利用の場合は、この特約を
新たに付加できます。

入院保障特約（Ｃ）
（1.5倍型・２倍型・2.5倍型・３倍型）

● 災害入院給付金・疾病入院給付金・成人病入院給付金に
ついて、重複してお支払いしません。

●災害入院給付金・疾病入院給付金・成人病入院給付金の
お支払いの限度はそれぞれ、１回の入院につき120日
分、通算して1,095日分までです。

●不慮の事故については 41ページをご覧ください。
●成人病入院給付金のお支払いの対象となる所定の成人
病については 73ページをご覧ください。

●不慮の事故の日から180日
以内に継続して５日以上入
院したとき

災害入院給付金
基準入院給付金日額
×（入院日数－４日）

●所定の成人病以外の病気で継
続して５日以上入院したとき

疾病入院給付金
基準入院給付金日額
×（入院日数－４日）

●所定の成人病（悪性新生物（がん）・
上皮内新生物、糖尿病、心疾患、高
血圧性疾患、脳血管疾患）を直接の
原因として継続して５日以上入院し
たとき

成人病入院給付金

基準入院
給付金日額 （入院日数－４日）× ×

1.5
2
2.5
3

●７大生活習慣病（悪性新生
物（がん）・上皮内新生物、
糖尿病、心疾患、高血圧性
疾患、脳血管疾患、腎疾患、
肝疾患）を直接の原因とし
て１日以上入院したとき

生活習慣病入院給付金
入院給付金日額×入院日数

在宅ホスピスケアなども保障

●生活習慣病（悪性新生物
（がん）・上皮内新生物、糖
尿病、心疾患、高血圧性疾
患、脳血管疾患）で１日以
上入院したとき

生活習慣病入院給付金
入院給付金日額×入院日数

在宅ホスピスケアなども保障

●子宮筋腫など所定の女性特
定疾病を直接の原因として
１日以上入院したとき

女性特定疾病入院給付金
入院給付金日額×入院日数

在宅ホスピスケアなども保障
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障害状態による特別終身特約

● 主契約の保険料払込期間中は、この特約の死亡保険金・高度障害保険金のお支払いはありません。
●死亡保険金・高度障害保険金のいずれかをお支払いした場合、特約は消滅し、重複してお支払いしません。
●所定の身体障害表の第１～３級の障害状態については 39ページをご覧ください。
●不慮の事故については 41ページをご覧ください。

総合傷害保障特約（新アクシデント）

● 傷害入院給付金のお支払いの限度は、同一の事故による入院について120日分、通算して1,095日分まで
です。

●事故の日から180日経過後に開始した入院は、傷害入院給付金のお支払いの対象とはなりません。
●傷害通院給付金のお支払いの限度は、同一の事故による通院について90日分、通算して700日分までです。
●事故の日から180日経過後の通院は、傷害通院給付金のお支払いの対象とはなりません。
●１日に２回以上通院した場合または２以上の事由による治療を目的とした１回の通院をした場合、傷害通
院給付金について重複してのお支払いはありません。

●傷害入院給付金のお支払いの対象となる日の通院は、傷害通院給付金のお支払いの対象とはなりません。
●平常の生活または業務に従事することに支障がない程度になおったとき以降の通院は、傷害通院給付金の
お支払いの対象とはなりません。

●頸部症候群（いわゆる「むちうち症」）または腰痛で他覚所見のないものによる入院や通院は、傷害入院
給付金および傷害通院給付金のお支払いの対象とはなりません。

●特定損傷給付金のお支払いの限度は、同一の事故につき１回、通算して10回までです。
●事故の日から180日経過後の治療は、特定損傷給付金のお支払いの対象とはなりません。
●同一の事故により、２回以上支払事由に該当する治療を受けた場合または２以上の部位に対して支払事由
に該当する治療を受けた場合、特定損傷給付金について重複してのお支払いはありません。

●特定損傷給付金のお支払いの対象となる骨折・関節脱臼・腱の断裂・重度の熱傷・永久歯の喪失について
は 40ページをご覧ください。

●不慮の事故については 41ページをご覧ください。

●不慮の事故の日から180日
以内に継続して５日以上入
院したとき

傷害入院給付金
基準傷害給付金日額
×（入院日数－４日）

●不慮の事故の日から180日
以内に通院したとき

傷害通院給付金
基準傷害給付金日額の５割

×通院日数

●不慮の事故の日から180日
以内に骨折・関節脱臼・腱
の断裂・重度の熱傷・永久
歯の喪失による治療を受け
たとき

特定損傷給付金
基準傷害給付金日額の20倍

●主契約の保険料払込期間中
に次の障害状態に該当した
とき

①  所定の身体障害表の第１級の
障害状態（高度障害状態）に
該当したとき

②  不慮の事故の日から180日以
内に所定の身体障害表の第２
級・第３級の障害状態に該当
したとき

その後の主契約の
保険料は払込終了と

なります

その後、主契約の保険料払込
期間満了後（主契約の第２保
険期間）に死亡または所定の
身体障害表の第１級の障害状
態（高度障害状態）に該当し
たとき

死亡保険金・
高度障害保険金
死亡保険金額

64の留意事項」を必ずご確認ください。各特約について詳しくは「ご契約のしおり 定款・約款」をあわせてご確認ください。
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新・手術特約

● 手術給付金のお支払いの限度はありません。
●「入院を伴う、上記以外の公的医療保険制度対象の所定の手術」とは、１日以上の入院を伴う所定の88種
類以外の手術で、公的医療保険制度に基づく診療報酬点数表によって手術料が算定される手術です。また、
手術の直接の原因が入院の原因と同一である場合に限ります。

●美容上の処置、診断や検査のための手術など、治療を直接の目的としない手術はお支払いしません。
●同時に２種類以上の手術を受けた場合は、給付倍率の高いいずれか１種類の手術についてのみ手術給付金
をお支払いします。

●施術の開始日から60日の間に１回の給付を限度としている手術等、手術の種類等によっては制限があり
ます。

●不慮の事故については 41ページをご覧ください。
●お支払いの対象となる手術、手術の種類については 72ページをご覧ください。
●公的医療保険制度については 42ページをご覧ください。

ライフアカウント L.A.およびメディカルアカウント m.a.の保障見直し制度ご利用の場合は、この特約を
新たに付加できます。

手術保障特約

● 手術給付金のお支払いの限度はありません。
●美容上の処置、診断や検査のための手術など、治療を直接の目的としない手術はお支払いの対象とはなり
ません。また、施術の開始日から60日の間に１回の給付を限度としている手術等、手術の種類等によっ
ては制限があります。

●同時に２種類以上の手術を受けた場合は、給付割合の多い手術についてのみ手術給付金をお支払いします。
●手術保障特約の手術給付金と新・手術特約の手術給付金はお支払いの対象となる手術の種類および給付割
合（新・手術特約では給付倍率）が異なります（手術保障特約の給付割合については 72ページ記載の〈参
考〉給付割合をご覧ください）。

●所定の88種類の手術について詳しくは「ご契約のしおり 定款・約款」をご確認ください。
●不慮の事故については 41ページをご覧ください。

新退院給付特約

● 退院給付金のお支払いの限度は、給付倍率を通算して140倍までです。
●所定の88種類の手術について詳しくは「ご契約のしおり 定款・約款」をご確認ください。
●不慮の事故については 41ページをご覧ください。

●不慮の事故や病気で所定の
88種類の手術を受けたとき

手術給付金
手術の種類に応じて
基準給付金額の
40倍・20倍・10倍

●入院を伴う、上記以外の公
的医療保険制度対象の所定
の手術を受けたとき

手術給付金
基準給付金額の５倍

●不慮の事故や病気で所定の
88種類の手術を受けたとき

手術給付金
手術の種類に応じて
基準保険金額の
２割・１割・0.5割

●入院特約などの入院給付金
が支払われる継続した５日
以上の入院後に生存して退
院したとき

退院給付金
退院までの入院日数に
応じて基準退院給付金額の
４倍・２倍・１倍

●不慮の事故や病気で入院を
伴わない所定の88種類の
手術を受け、病院または診
療所を生存して離れたとき

●不慮の事故や病気で所定の
88種類の手術を受け、継
続した５日未満の入院後に
生存して退院したとき

退院給付金
基準退院給付金額

63 74ページに記載の「保険金・給付金などのお支払いについて 　
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がん特約Ⅲ型

● がん入院給付金・がん手術給付金・がん退院給付金のお支払いの限
度はありません。

●がん特約Ⅲ型のお支払いの対象となる悪性新生物（がん）・上皮内
新生物は、責任開始日から90日を経過した後に悪性新生物（がん）・
上皮内新生物と医師によって診断確定されている場合に限ります。

●がん特約Ⅲ型で定める悪性新生物（がん）・上皮内新生物は非浸潤
性の悪性新生物、皮膚がんを含みます。

●がん入院給付金が支払われることとなった前回の入院の退院日の翌
日から30日以内に開始した入院は、１回の入院とみなします。

●悪性新生物（がん）・上皮内新生物以外の病気または不慮の事故を
直接の原因とする入院中に悪性新生物（がん）・上皮内新生物の治
療を受けた場合は、悪性新生物（がん）・上皮内新生物の治療を開
始した日から悪性新生物（がん）・上皮内新生物による入院をした
ものとみなします。ただし、その悪性新生物（がん）・上皮内新生
物のみによっても入院する必要がある場合に限ります。

●がん手術給付金は悪性新生物（がん）・上皮内新生物の治療を直接
の目的としない手術はお支払いしません。

●美容上の処置、病気を直接の原因としない不妊手術、正常な分娩、
治療を伴わない人間ドック検査のための入院などは、お支払いの対
象とはなりません。

●同時に２種類以上の手術を受けた場合は、給付倍率の高いいずれか
１種類の手術についてのみがん手術給付金をお支払いします。

●悪性新生物（がん）・上皮内新生物と医師によって診断確定された
時期が、責任開始日から90日以内の場合には特約は無効となり、
がん入院給付金、がん手術給付金およびがん退院給付金はお支払い
しません。

●不担保期間保険料相当額給付金のお支払いは保険期間（更新後の保
険期間を含む）を通じて１回のみとします。

●がん手術給付金のお支払いは施術の開始日から60日に１回の給付
を限度としている手術等、手術の種類等によっては制限があります。

●お支払いの対象となる悪性新生物（がん）・上皮内新生物およびが
ん手術給付金のお支払いの対象となる手術、手術の種類については
71ページをご覧ください。

●在宅ホスピスケアについては 74ページをご覧ください。

ライフアカウント L.A.およびメディカルアカウント m.a.の保障見直
し制度ご利用の場合は、この特約を新たに付加できます。

●悪性新生物（がん）・上皮
内新生物で入院したとき

がん入院給付金
入院日数が継続して
120日以下の場合
がん入院給付金日額
×入院日数

入院日数が継続して
120日を超える場合
がん入院給付金日額
×120日＋がん入院
給付金日額×1.5

×（入院日数－120日）

在宅ホスピスケアなども保障

●悪性新生物（がん）・上皮
内新生物で所定の手術を受
けたとき

がん手術給付金
手術の種類に応じて
がん入院給付金日額の
40倍・20倍・10倍

●悪性新生物（がん）・上皮
内新生物で継続して５日以
上入院後、生存して退院し
たとき

がん退院給付金
退院までの入院日数に応じ
てがん入院給付金日額の
20倍・10倍・５倍

●がん特約Ⅲ型が契約日また
は中途付加日から１年間継
続したとき

不担保期間保険料相当額
給付金（ペイバック）
がん特約Ⅲ型の保険料の

３ヵ月相当額

傷害特約

● 災害死亡保険金をお支払いした場合、特約は消滅します。
●同一の不慮の事故により、すでに障害給付金をお支払いしている場
合、これを差し引いて災害死亡保険金をお支払いします。

●障害給付金のお支払いの限度は、給付割合を通算して10割までです。
●不慮の事故については 41ページをご覧ください。
●所定の特定感染症については 42ページをご覧ください。
●所定の身体障害表の第１～６級の障害状態、給付割合については 39

ページをご覧ください。

●不慮の事故の日から180日
以内に死亡したとき

●所定の特定感染症により死
亡したとき

災害死亡保険金
災害死亡保険金額

●不慮の事故の日から180日
以内に所定の身体障害表の
第１級から第６級までの障
害状態に該当したとき

障害給付金
障害の状態に応じて災害死亡
保険金額の10割～１割

災害割増特約

● 災害死亡保険金・災害高度障害保険金のいずれかをお支払いした場
合、特約は消滅し、重複してお支払いしません。

●不慮の事故については 41ページをご覧ください。
●所定の身体障害表の第１級の障害状態（高度障害状態）については

39ページをご覧ください。
●所定の特定感染症については 42ページをご覧ください。

●不慮の事故の日から180日以内に死亡または所定の身体障害
表の第１級の障害状態（高度障害状態）に該当したとき

●所定の特定感染症により死亡または所定の身体障害表の第１
級の障害状態（高度障害状態）に該当したとき

災害死亡保険金・災害高度障害保険金
災害死亡保険金額

66の留意事項」を必ずご確認ください。各特約について詳しくは「ご契約のしおり 定款・約款」をあわせてご確認ください。
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傷害通院損傷特約

● 傷害通院給付金のお支払いの限度は、同一の事故による通院について90日分、通算して700日分までです。
●事故の日から180日経過後の通院は、傷害通院給付金のお支払いの対象とはなりません。
●１日に２回以上通院した場合または２以上の事由による治療を目的とした１回の通院をした場合、傷害通
院給付金について重複してのお支払いはありません。

●平常の生活または業務に従事することに支障がない程度になおったとき以降の通院は、傷害通院給付金の
お支払いの対象とはなりません。

●頸部症候群（いわゆる「むちうち症」）または腰痛で他覚所見のないものによる通院は、傷害通院給付金
のお支払いの対象とはなりません。

●特定損傷給付金のお支払いの限度は、同一の事故につき１回、通算して10回までです。
●事故の日から180日経過後の治療は、特定損傷給付金のお支払いの対象とはなりません。
●同一の事故により、２回以上支払事由に該当する治療を受けた場合または２以上の部位に対して支払事由
に該当する治療を受けた場合、特定損傷給付金について重複してのお支払いはありません。

●特定損傷給付金のお支払いの対象となる骨折・関節脱臼・腱の断裂・重度の熱傷・永久歯の喪失について
は 40ページをご覧ください。

●不慮の事故については 41ページをご覧ください。

●不慮の事故の日から180日
以内に通院したとき

傷害通院給付金
基準通院給付金日額
×通院日数

●不慮の事故の日から180日
以内に骨折・関節脱臼・腱
の断裂・重度の熱傷・永久
歯の喪失による治療を受け
たとき

特定損傷給付金
基準通院給付金日額の50倍

がん特約Ⅰ型

● 悪性新生物（がん）・上皮内新生物は非浸潤性の悪性新生物、皮膚
がんを含みます。

●がん入院給付金が支払われることとなった前回の入院の退院日の翌
日から30日以内に開始した入院は、１回の入院とみなします。

●悪性新生物（がん）・上皮内新生物と医師によって診断確定された
時期が、責任開始日から起算して90日以内の場合にはがん特約Ⅰ
型は無効となり、がん診断給付金、がん転院給付金、がん入院給付
金、がん手術給付金およびがん退院給付金はお支払いしません。

●悪性新生物（がん）・上皮内新生物以外の病気または不慮の事故を
直接の原因とする入院中に悪性新生物（がん）・上皮内新生物の治
療を受けた場合は、悪性新生物（がん）・上皮内新生物の治療を開
始した日から悪性新生物（がん）・上皮内新生物による入院をした
ものとみなします。ただし、その悪性新生物（がん）・上皮内新生
物のみによっても入院する必要がある場合に限ります。

●がん診断給付金、がん転院給付金、不担保期間保険料相当額給付金
のお支払いは保険期間（更新後の保険期間を含む）を通じて１回の
みとします。

●がん手術給付金は悪性新生物（がん）・上皮内新生物の治療を直接
の目的としない手術はお支払いしません。また施術の開始日から
60日に１回の給付を限度としている手術等、手術の種類等によっ
ては制限があります。

●同時に２種類以上の手術を受けた場合は、給付倍率の高いいずれか
１種類の手術についてのみがん手術給付金をお支払いします。

●お支払いの対象となる悪性新生物（がん）・上皮内新生物およびが
ん手術給付金のお支払いの対象となる手術の種類については 71ペー
ジをご覧ください。

●在宅ホスピスケアについては 74ページをご覧ください。

●責任開始日から90日を経
過した後に、悪性新生物
（がん）・上皮内新生物と診
断されたとき

がん診断給付金
がん入院給付金日額の100倍

●悪性新生物（がん）・上皮
内新生物と診断された後、
180日以内に悪性新生物
（がん）・上皮内新生物の治
療を目的として別の病院ま
たは診療所へ入院または通
院したとき

がん転院給付金
がん入院給付金日額の５倍

●悪性新生物（がん）・上皮
内新生物で入院したとき

がん入院給付金
入院日数が継続して120日以下の場合
がん入院給付金日額×入院日数
入院日数が継続して120日を超える場合
がん入院給付金日額×120日＋
がん入院給付金日額×1.5倍×
（入院日数－120日）

在宅ホスピスケアなども保障

●悪性新生物（がん）・上皮
内新生物で所定の手術を受
けたとき

がん手術給付金
手術の種類に応じてがん入院
給付金日額の40倍・20倍・10倍

●悪性新生物（がん）・上皮
内新生物で継続して５日以
上入院後、生存して退院し
たとき

がん退院給付金
退院までの入院日数に応じてがん
入院給付金日額の20倍・10倍・５倍

●がん特約Ⅰ型が契約日また
は中途付加日から１年間継
続したとき

不担保期間保険料相当額
給付金（ペイバック）
がん特約Ⅰ型の
保険料３ヵ月相当額

保険料払込免除特約

● 被保険者が生活サポート特約の基本サポート年金（介護保障定期保険特約の介護保険金のお支払事由を含
む）、特定疾病保障定期保険特約Ⅰ型の特定疾病保険金または重度障害保障定期保険特約の重度障害保険
金のお支払事由に該当したとき、該当日の直後に到来する月単位の契約応当日以降の特約保険料のお払込
みは免除され、特約保険料のお払込みがあったものとして、保障は継続されます。

●特約保険料は保険料払込免除特約を付加しない場合よりも高くなっています。
●所定の生活機能障害状態については 50～ 51ページ、所定の悪性新生物（がん）・急性心筋梗塞・脳卒中に
ついては 55ページ（特定疾病保障定期保険特約Ⅰ型を参照）、所定の重度障害状態については 57ページを
ご覧ください。

●所定の生活機能障害状態、
所定の悪性新生物（がん）・急
性心筋梗

こう

塞
そく

・脳卒中、所定の
重度障害状態、所定の重度
要介護状態に該当したとき

その後の保険料の
払込みを免除します
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ファミリー保障特約（妻子型）

● 同一被保険者に対して家族災害死亡保険金・家族災害高度障害保険
金は重複してお支払いしません。

●家族災害死亡保険金・家族災害高度障害保険金については、所定の
特定感染症による死亡または所定の身体障害表の第１級の障害状態
（高度障害状態）のときもお支払いします。所定の特定感染症につ
いては 42ページをご覧ください。所定の身体障害表の第１級の障害
状態（高度障害状態）については 39ページをご覧ください。

●同一被保険者に対して、同一の不慮の事故ですでに家族障害給付金
をお支払いしている場合は、これを家族災害死亡保険金から差し引
いてお支払いします。

●同一被保険者に対して、すでに家族障害給付金をお支払いしている
場合は、これを家族災害高度障害保険金から差し引いてお支払いし
ます。

●家族障害給付金のお支払いの限度は、同一被保険者について給付割
合を通算して10割までです。お支払いの対象となる所定の障害状
態については 39ページをご覧ください。

●家族災害入院給付金および家族疾病入院給付金のお支払日数は１回
の入院につきそれぞれ120日分、同一被保険者について通算してそ
れぞれ1,095日分を限度とします。

●家族手術給付金のお支払いの限度はありません。
●同時に２種類以上の手術を受けた場合は、給付割合の多いいずれか
１種類の手術についてのみ家族手術給付金をお支払いします。

●ファミリー保障特約の家族手術給付金と新・手術特約の手術給付金
は、お支払いの対象となる手術の種類および給付割合（新・手術特
約では給付倍率）が異なります（ファミリー保障特約の家族手術給
付金の給付割合については 72ページ記載の〈参考〉給付割合をご覧
ください）。

●所定の88種類の手術について詳しくは「ご契約のしおり 定款・約
款」をご確認ください。

●不慮の事故については 41ページをご覧ください。
●被保険者となるご家族の範囲は、主契約の被保険者と同一戸籍に記
載されている妻および満20歳未満の子です。子が満20歳に到達し
たとき、もしくは、満20歳未満であってもご結婚等によって除籍
された場合には、特約の適用範囲から除かれます。
＊表示は「妻子型」の場合です。「妻型」にご契約の場合は子に対す
る給付はありません。また、「子型」にご契約の場合は妻に対する
給付はありません。

●不慮の事故の日から180日
以内に死亡または所定の身
体障害表の第１級の障害状
態（高度障害状態）に該当
したとき

家族災害死亡保険金・
家族災害高度障害保険金

【妻】
家族基準保険金額と同額

【子】
家族基準保険金額の
２割相当額

●不慮の事故の日から180日
以内に所定の障害状態に該
当したとき

家族障害給付金
障害の状態に応じて

【妻】
家族基準保険金額の
７割～１割
【子】

家族基準保険金額の
２割相当額の７割～１割

●不慮の事故や病気で所定の
88種類の手術を受けたとき

家族手術給付金
【妻・子】

手術の種類に応じて
家族基準保険金額の
２割相当額の

２割・１割・0.5割

●不慮の事故の日から180日
以内に継続して５日以上入
院したとき

家族災害入院給付金
【妻・子】

家族基準保険金額の
１/1000

×（入院日数－４日）

●病気で継続して５日以上入
院したとき

家族疾病入院給付金
【妻・子】

家族基準保険金額の
１/1000

×（入院日数－４日）

ファミリー新退院給付特約（妻子型）

● 家族退院給付金のお支払いの限度は、同一被保険者について給付倍
率を通算して140倍までです。

●所定の88種類の手術について詳しくは「ご契約のしおり 定款・約
款」をご確認ください。

●不慮の事故については 41ページをご覧ください。
●被保険者となるご家族の範囲は、主契約の被保険者と同一戸籍に記
載されている妻および満20歳未満の子です。子が満20歳に到達し
たとき、もしくは、満20歳未満であってもご結婚等によって除籍
された場合には、特約の適用範囲から除かれます。
＊表示は「妻子型」の場合です。「妻型」にご契約の場合は子に対す
る給付はありません。また、「子型」にご契約の場合は妻に対する
給付はありません。

●不慮の事故や病気で入院を
伴わない所定の88種類の
手術を受け、病院または診
療所を生存して離れたとき

●不慮の事故や病気で所定の
88種類の手術を受け、継
続した５日未満の入院後に
生存して退院したとき

家族退院給付金
【妻・子】

家族基準退院給付金額

●ファミリー保障特約の家族
入院給付金が支払われる継
続した５日以上の入院後に
生存して退院したとき

家族退院給付金
【妻・子】

退院までの入院日数に
応じて家族基準退院給付金
額の４倍・２倍・１倍

68の留意事項」を必ずご確認ください。各特約について詳しくは「ご契約のしおり 定款・約款」をあわせてご確認ください。
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ファミリー定期保険特約（妻子型）

※子が満２歳６ヵ月に達した日後最初に到来する年単位の契約応当日前の場合は１割相当額です。ただし、
生後30日以内に死亡した場合および生後30日以内に生じていた病気または傷害により所定の身体障害表
の第１級の障害状態（高度障害状態）になった場合はお支払いしません。

●同一被保険者に対して家族死亡保険金・家族高度障害保険金は重複してお支払いしません。
●所定の身体障害表の第１級の障害状態（高度障害状態）については 39ページをご覧ください。
●被保険者となるご家族の範囲は、主契約の被保険者と同一戸籍に記載されている妻および満20歳未満の
子です。子が満20歳に到達したとき、もしくは、満20歳未満であってもご結婚等によって除籍された場
合には、特約の適用範囲から除かれます。
＊表示は「妻子型」の場合です。「妻型」にご契約の場合は子に対する給付はありません。また、「子型」に
ご契約の場合は妻に対する給付はありません。

●死亡または所定の身体障害
表の第１級の障害状態（高
度障害状態）に該当したとき

家族死亡保険金・
家族高度障害保険金

【妻】
家族保険金額と同額

【子】
家族保険金額の
２割相当額※

歯科治療特約（Ａ）
歯についての診査をお受けいただきます

歯科治療特約（Ｂ）
歯についての告知をしていただきます

●歯科治療給付表

治療種類
給付金額

（治療種類１つにつき、
次の金額の合計額）

治療例

クラウン
歯の全部または大部
分をおおう冠で、金
属冠、前装冠、ジャ
ケット冠、歯冠継続
歯（いわゆるさし歯）
等があります。

（前歯の場合）クラウン１本につき
 基準保険金額×2.0割
（臼歯の場合）クラウン１本につき
 基準保険金額×1.5割

（クラウンの１例）

ブリッジ
抜けた歯の機能や形
態を回復するため、
その隣在する歯を支
えにして、橋をかけ
るようにして製作さ
れた取り外しのでき
ない義歯

ブリッジ１つにつき、次の金額の合
計額
（前歯の場合）歯の部位１つにつき

 基準保険金額×2.0割
（臼歯の場合）歯の部位１つにつき

 基準保険金額×1.5割

（ブリッジの１例）

金属床義歯
取り外しのできる義
歯（いわゆる入れ歯）
のうち、義歯床が金
属で製作されたもの

金属床義歯１つにつき、次の金額の
合計額
金属床部分につき

 基準保険金額×2.2割
人工歯部分の歯の部位１つにつき

 基準保険金額×0.2割

（金属床義歯の１例）

●次の治療については歯科治療給付金はお支払いしませ
ん。
●インプラント義歯（顎の骨に埋め込んだ人工歯根に
よる入れ歯）

●親しらず、過剰歯および乳歯の治療
●歯ならびの矯正、歯ぐきの治療および金属床義歯（入
れ歯）の修理

●外国における治療
●特定療養費の支払対象となる治療
●インレーによる治療（むし歯を削った所の型をとり、
鋳造した金属で欠けた部分を修復するもの）

　なお、クラウン・ブリッジ等の再治療で、何も異常
がないのに作り直すという場合（美容のため等）は、
歯科治療給付金はお支払いしません。

●歯科治療給付金のお支払いの限度は、ご契約後１年間
については年間10万円、２年目以降は年間20万円まで
です。

●歯科治療給付金のお支払いは、責任開始（復活）後に
発生しまたは発病した不慮の事故または病気により、
日本国内の病院・診療所で治療した場合に限ります。

●公的医療保険制度の改正が行なわれた場合には、主務
官庁の認可を得て、この特約の支払事由を変更するこ
とがあります。支払事由を変更する場合、改正に関す
る法令の公布の日から６ヵ月以内にあらかじめ連絡し
ます。

●不慮の事故については 41ページをご覧ください。

●歯科治療特約（Ａ）の場合、診査は、会社指定の歯科医師によります。
診査により、歯科治療給付金のお支払いの対象とならない歯（不担保
部位）を指定することがあります。

●歯科治療特約（Ｂ）の場合、告知していただいた内容により、お取扱
いできない場合があります。

支台歯
部分

人工歯
部分

支台歯
部分

人工歯
金属床

●公的医療保険制度で認められていないクラウン、ブリッジ、金属床義歯による歯の治療を受けたときに、歯科治療給付金をお
支払いします。

＊ 責任開始日から180日以内に治療（初診日を含む）を受けた歯についてはお支払いしません（不慮の事故による場合は180日以内でもお支払
いの対象となります）。

歯科治療給付金
治療の種類に応じて20万円（例：上下とも総入れ歯）～３万円（例：奥歯のクラウン）
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70

前ページより

●女性疾病入院特約のお支払いの対象となる女性特定疾病
この特約の対象となる女性特定疾病は、平成６年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、
厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ⅠCD－10（2003年版）準拠」（平成18年１月１日現在）によるものとします。

女性特定
疾病の種類 分類項目 基本分類

コード

悪性新生物
および
上皮内
新生物

口唇、口腔および咽頭の悪性新生物
消化器の悪性新生物
呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物
骨および関節軟骨の悪性新生物
皮膚の黒色腫およびその他の皮膚の悪性新生物
中皮および軟部組織の悪性新生物
乳房の悪性新生物
女性生殖器の悪性新生物
腎尿路の悪性新生物
眼、脳およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物
甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物
部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物
リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物
独立した（原発性）多部位の悪性新生物
上皮内新生物

C00－C14
C15－C26
C30－C39
C40－C41
C43－C44
C45－C49
C50

C51－C58
C64－C68
C69－C72
C73－C75
C76－C80
C81－C96
C97

D00－D09
ただし、
D07.4、D07.5、
D07.6を除く

良性新生物
および
性状不詳の
新生物

乳房の良性新生物
子宮平滑筋腫
子宮のその他の良性新生物
卵巣の良性新生物
その他及び部位不明の女性生殖器の良性新生物
腎尿路の良性新生物
甲状腺の良性新生物
女性生殖器の性状不詳又は不明の新生物
腎尿路の性状不詳又は不明の新生物
内分泌腺の性状不詳又は不明の新生物
（D44）のうち
　甲状腺
骨髄異形成症候群
その他及び部位不明の性状不詳又は不明の
新生物（D48）のうち
　乳房

D24
D25
D26
D27
D28
D30
D34
D39
D41

D44.0
D46

D48.6

血液および
造血器の
疾患

栄養性貧血
後天性溶血性貧血
無形成性貧血及びその他の貧血
紫斑病及びその他の出血性病態

D50－D53
D59

D60－D64
D69

内分泌、
栄養
および
代謝疾患

甲状腺障害

クッシング症候群
卵巣機能障害
治療後内分泌及び代謝障害,他に分類され
ないもの（E89）のうち
　治療後甲状腺機能低下症
　治療後卵巣機能不全（症）

E00－E07
ただし、
E03.0、E03.1
を除く

E24
E28

E89.0
E89.4

循環器系の
疾患

慢性リウマチ性心疾患
その他の部位の静脈瘤（Ⅰ86）のうち
　外陰静脈瘤
低血圧（症）
循環器系の処置後障害、他に分類されない
もの（Ⅰ97）のうち
　乳房切断後リンパ浮腫症候群

Ⅰ05－Ⅰ09

Ⅰ86.3
Ⅰ95

Ⅰ97.2

女性特定
疾病の種類 分類項目 基本分類

コード

消化器系の
疾患

胆石症
胆のう〈嚢〉炎
胆のう〈嚢〉のその他の疾患
胆道その他の疾患

K80
K81
K82
K83

筋骨格系
および
結合組織の
疾患

血清反応陽性関節リウマチ
その他の関節リウマチ
乾せん〈癬〉性および腸病（性）関節障害
若年性関節炎
他に分類される疾患における若年性関節炎
その他の明示された関節障害（M12）のうち
　 リウマチ熱後慢性関節障害［ジャクー病］
その他のえ〈壊〉死性血管障害（M31）のうち
　大動脈弓症候群［高安病］
全身性エリテマトーデス〈紅斑性狼瘡〉
〈SLE〉
皮膚（多発性）筋炎
全身性硬化症
その他の全身性結合組織疾患（M35）のうち
　乾燥症候群［シェーグレン症候群］
　その他の重複症候群
　ベーチェット病
　リウマチ性多発筋痛症

M05
M06
M07
M08
M09

M12.0

M31.4
M32

M33
M34

M35.0
M35.1
M35.2
M35.3

腎尿路
生殖器系の
疾患

糸球体疾患
腎尿細管間質性疾患
慢性腎不全
尿路結石症

腎および尿管のその他の障害,他に分類さ
れないもの
他に分類される疾患における腎および尿管
のその他の障害
尿路系のその他の疾患
乳房の障害
女性骨盤臓器の炎症性疾患
女性生殖器の非炎症性障害
腎尿路生殖器系のその他の障害

N00－N08
N10－N16
N18

N20－N23
ただし、
N23を除く

N28

N29

N30－N39
N60－N64
N70－N77
N80－N98
N99

妊娠、分娩
および
産じょく
〈褥〉

流産に終わった妊娠
妊娠、分娩及び産じょく〈褥〉における浮
腫、たんぱく〈蛋白〉尿及び高血圧性障害
主として妊娠に関連するその他の母体障害

胎児及び羊膜腔に関連する母体ケア並びに
予想される分娩の諸問題
分娩の合併症
分娩

主として産じょく〈褥〉に関連する合併症
他に分類されるが妊娠、分娩および産じょく
〈褥〉に合併する母体の感染症および寄生虫症
他に分類されるが妊娠、分娩および産じょ
く〈褥〉に合併するその他の母体疾患

O00－O08
O10－O16

O20－O29
ただし、
O28を除く
O30－O48

O60－O75
O80－O84
ただし、
O80.0、O80.8、
O80.9を除く
O85－O92
O98

O99

備　考　女性特定疾病でない疾病
　次に列挙する疾病は、病名等が女性特定疾病に類似していますが、女性疾病入院特約のお支払いの対象となる女性特定疾病ではありません。

病名 基本分類コード 病名 基本分類コード
遺伝性溶血性貧血、家族性溶血性貧血
先天性甲状腺機能低下症
アルドステロン症
副腎髄質機能亢進症
シャイ・ドレーガー症候群による起立性低血圧症
リウマチ熱

D58
E03.0、E03.1

E26
E27.5
G90.3
Ⅰ00

急性リウマチ性心疾患
リウマチ性舞踏病
結節性多発動脈炎
血栓性血小板減少性紫斑病
自然頭位分娩
自然分娩、単胎自然分娩

Ⅰ01.9
Ⅰ02.9
M30.0
M31.1
O80.0
O80.9
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69 次ページへ続く

３大疾病無制限入院特約・７大生活習慣病入院特約・女性疾病入院特約
●「 集中治療室管理」とは、以下のいずれかに該当する施設において、内科系、外科系を問わず、呼吸、循環、代謝その他の重篤な急性機能不全の患
者に対して、医師の必要と認める治療看護を強力かつ集中的に行なうことをいいます。
（１） 平成24年３月５日厚生労働省告示第77号「基本診療料の施設基準等」に定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長または地方厚

生支局長に届け出た病院における特定集中治療室および小児特定集中治療室
（２）上記の場合と同等と会社が認めた日本国内にある医療施設

●７大生活習慣病入院特約のお支払いの対象となる７大生活習慣病
この特約の対象となる７大生活習慣病は、以下の１および２をいいます。
１． 平成６年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾
病、傷害および死因統計分類提要ⅠCD－10（2003年版）準拠」（平成18年１月１日現在）によるもの

７大生活習慣病の種類 分類項目 基本分類コード

悪性新生物・
上皮内新生物

口唇、口腔および咽頭の悪性新生物
消化器の悪性新生物
呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物
骨および関節軟骨の悪性新生物
皮膚の黒色腫およびその他の皮膚の悪性新生物
中皮および軟部組織の悪性新生物
乳房の悪性新生物
女性生殖器の悪性新生物
男性生殖器の悪性新生物
腎尿路の悪性新生物
眼、脳およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物
甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物
部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物
リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物
独立した（原発性）多部位の悪性新生物
上皮内新生物

C00－C14
C15－C26
C30－C39
C40－C41
C43－C44
C45－C49
C50

C51－C58
C60－C63
C64－C68
C69－C72
C73－C75
C76－C80
C81－C96
C97

D00－D09
糖尿病 糖尿病 E10－E14

心疾患
慢性リウマチ性心疾患
虚血性心疾患
肺性心疾患および肺循環疾患
その他の型の心疾患

Ⅰ05－Ⅰ09
Ⅰ20－Ⅰ25
Ⅰ26－Ⅰ28
Ⅰ30－Ⅰ52

高血圧性疾患 高血圧性疾患 Ⅰ10－Ⅰ15
脳血管疾患 脳血管疾患 Ⅰ60－Ⅰ69

腎疾患
糸球体疾患
腎尿細管間質性疾患
腎不全

N00－N08
N10－N16
N17－N19

肝疾患 ウイルス肝炎
肝疾患

B15－B19
K70－K77

２．平成31年４月２日以降に診断確定された子宮頚部、腟部、外陰部および肛門部の中等度異形成

●３大疾病無制限入院特約の支払日数無制限の対象となる３大疾病
 対象となる悪性新生物・上皮内新生物、急性心筋梗塞、脳卒中の範囲は、以下の１および２をいいます。
１． 平成６年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中下記のもの（ただし、Ⅰ23、Ⅰ69.0、Ⅰ69.1またはⅠ69.3以外であっても、当該分
類項目を直接の医学的原因とする続発症・合併症・後遺症と会社が認めたものを含みます）とし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官
房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ⅠCD－10（2003年版）準拠」（平成18年１月１日現在）によるもの

疾病の種類 分類項目 基本分類コード

悪性新生物・
上皮内新生物

口唇、口腔および咽頭の悪性新生物
消化器の悪性新生物
呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物
骨および関節軟骨の悪性新生物
皮膚の黒色腫およびその他の皮膚の悪性新生物
中皮および軟部組織の悪性新生物
乳房の悪性新生物
女性生殖器の悪性新生物
男性生殖器の悪性新生物
腎尿路の悪性新生物
眼、脳およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物
甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物
部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物
リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物
独立した（原発性）多部位の悪性新生物
上皮内新生物

Ｃ00－Ｃ14
Ｃ15－Ｃ26
Ｃ30－Ｃ39
Ｃ40－Ｃ41
Ｃ43－Ｃ44
Ｃ45－Ｃ49
Ｃ50

Ｃ51－Ｃ58
Ｃ60－Ｃ63
Ｃ64－Ｃ68
Ｃ69－Ｃ72
Ｃ73－Ｃ75
Ｃ76－Ｃ80
Ｃ81－Ｃ96
Ｃ97

Ｄ00－Ｄ09

急性心筋梗塞
急性心筋梗塞
再発性心筋梗塞
急性心筋梗塞の続発合併症

Ⅰ21
Ⅰ22
Ⅰ23

脳卒中

くも膜下出血
脳内出血
脳梗塞
くも膜下出血の続発・後遺症
脳内出血の続発・後遺症
脳梗塞の続発・後遺症

Ⅰ60
Ⅰ61
Ⅰ63
Ⅰ69.0
Ⅰ69.1
Ⅰ69.3

２．平成31年４月２日以降に診断確定された子宮頚部、腟部、外陰部および肛門部の中等度異形成
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新・手術特約
「手術」とは、治療を直接の目的とする下表の手術番号１～89を指します。ただし、次の①～③は手術にはあたりません。　①吸引、穿刺、洗浄などの
「処置」　②神経ブロック　③輸血・点滴　また、手術番号１～88においては、器具を用い、生体に切断、摘除、およびそれに準ずる操作を加えるこ
とをいいます。

●新・手術特約のお支払いの対象となる手術の種類
下表の手術番号１～89を指します。記載の給付倍率は基準給付金額に対する給付倍率です。

手術の種類 給付
倍率

〈参考〉
給付割合

●皮膚・乳房の手術 倍 割
 １．植皮術（25cm２未満は除く） 20 １
 ２．乳房切断術 20 １
●筋骨の手術（抜釘術は除く）
 ３．骨移植術（軟骨移植術は含まない） 20 １
 ４．骨髄炎・骨結核手術（膿瘍の単なる切開は除く） 20 １
 ５．頭蓋骨観血手術（鼻骨・鼻中隔を除く） 20 １
 ６．鼻骨観血手術 10 0.5
 ７． 上顎骨・下顎骨・顎関節観血手術（歯・歯肉の処置

に伴うものは含まない）
20 １

 ８．脊椎（椎骨・椎間板を含む）・骨盤観血手術 20 １
 ９．鎖骨・肩胛骨・肋骨・胸骨観血手術 10 0.5
10．四肢切断術（手指・足指を除く） 20 １
11．切断四肢再接合術（骨・関節の離断に伴うもの） 20 １
12．四肢骨・四肢関節観血手術（手指・足指を除く） 10 0.5
13． 筋・腱・靭帯観血手術（手指・足指を除く。筋炎手術および

筋・腱・靭帯に及ばない皮下軟部腫瘍の摘出術は含まない）
10 0.5

●呼吸器・胸部の手術
14．慢性副鼻腔炎根本手術 10 0.5
15． 喉頭観血手術（咽頭・扁桃腺に対する手術は含まない） 20 １
16．気管・気管支・肺・胸膜手術（開胸術を伴うもの） 20 １
17．胸郭形成術 20 １
18．縦隔腫瘍摘出術 40 ２
●循環器・脾の手術
19． 観血的血管形成術（血液透析用外シャント形成術は除く） 20 １
20．静脈瘤根本手術 10 0.5
21． 大動脈・大静脈・肺動脈・肺静脈・冠動脈手術（開

胸・開腹術を伴うもの）
40 ２

22．心膜切開・縫合術 20 １
23．直視下心臓内手術 40 ２
24．体内用ペースメーカー埋込術（電池交換を含む） 10 １
25．脾摘除術 20 １
●消化器の手術
26．耳下腺腫瘍摘出術 20 １
27．顎下腺腫瘍摘出術 10 0.5
28．食道離断術 40 ２
29．胃切除術 20 ２
30．その他の胃・食道手術（開胸・開腹術を伴うもの） 20 １
31．腹膜炎手術 20 １
32．肝臓・胆嚢・胆道・膵

すい

臓観血手術 20 １
33．ヘルニア根本手術 10 0.5
34．虫垂切除術・盲腸縫縮術 10 0.5
35．直腸脱根本手術 20 １
36．その他の腸・腸間膜手術（開腹術を伴うもの） 20 １
37． 痔瘻・脱肛・裂肛・痔核根本手術（根治を目的としたもの） 10 0.5
●尿・性器の手術
38．腎移植手術（受容者に限る） 40 ２
39． 腎臓・腎盂・尿管・膀胱観血手術（経尿道的操作は除く） 20 １
40．尿道狭窄観血手術（経尿道的操作は除く） 20 １
41．尿瘻閉鎖観血手術（経尿道的操作は除く） 20 １
42．陰茎切断術 40 ２
43．睾丸・副睾丸・精管・精索・精嚢・前立腺手術 10 １
44．陰嚢水腫根本手術 10 0.5
45． 子宮広汎全摘除術（単純子宮全摘などの子宮全摘除術は除く） 40 ２
46．子宮頚管形成術・子宮頚管縫縮術 10 0.5
47．帝王切開娩出術 10 0.5
48．子宮外妊娠手術 20 １
49．子宮脱・膣脱手術 20 １
50． その他の子宮手術（子宮頚管ポリープ切除術・人工

妊娠中絶術を除く）
20 １

51．卵管・卵巣観血手術（経膣的操作は除く） 20 １
52．その他の卵管・卵巣手術 10 0.5

手術の種類 給付
倍率

〈参考〉
給付割合

●内分泌器の手術 倍 割
53．下垂体腫瘍摘除術 40 ２
54．甲状腺手術 20 １
55．副腎摘除術 20 １
●神経の手術
56．頭蓋内観血手術 40 ２
57． 神経観血手術（形成術・移植術・切除術・減圧術・

開放術・捻除術）
20 １

58．観血的脊髄腫瘍摘出手術 40 ２
59．脊髄硬膜内外観血手術 20 １
●感覚器・視器の手術
60．眼瞼下垂症手術 10 0.5
61．涙小管形成術 10 0.5
62．涙嚢鼻腔吻合術 10 0.5
63．結膜嚢形成術 10 0.5
64．角膜移植術 10 0.5
65．観血的前房・虹彩・硝子体・眼窩内異物除去術 10 0.5
66．虹彩前後癒着剥離術 10 0.5
67．緑内障観血手術 20 １
68．白内障・水晶体観血手術 10 １
69．硝子体観血手術 10 0.5
70．網膜剥離症手術 10 0.5
71． レーザー・冷凍凝固による眼球手術（施術の開始日

から60日の間に１回の給付を限度とする）
10 0.5

72．眼球摘除術・組織充填術 20 １
73．眼窩腫瘍摘出術 20 １
74．眼筋移植術 10 0.5
●感覚器・聴器の手術
75． 観血的鼓膜・鼓室形成術（鼓膜切開術・チュービン

グ術は含まない）
20 １

76．乳様洞削開術 10 0.5
77．中耳根本手術 20 １
78．内耳観血手術 20 １
79．聴神経腫瘍摘出術 40 ２
●悪性新生物の手術
80． 悪性新生物根治手術（ファイバースコープまたは血

管・バスケットカテーテルによる手術は除く）
40 ２

81． 悪性新生物温熱療法（施術の開始日から60日の間
に１回の給付を限度とする）

10 0.5

82． その他の悪性新生物手術（ファイバースコープまた
は血管・バスケットカテーテルによる手術は除く）

20 １

●上記以外の手術
83．上記以外の開頭術 10 １
84．上記以外の開胸術 10 １
85．上記以外の開腹術 10 0.5
86． 衝撃波による体内結石破砕術（施術の開始日から

60日の間に１回の給付を限度とする）
10 １

87． ファイバースコープまたは血管・バスケットカテー
テルによる脳・喉頭・胸・腹部臓器手術（検査・処
置は含まない。施術の開始日から60日の間に１回
の給付を限度とする）

10 0.5

●新生物放射線照射
88． 新生物放射線照射（施術の開始日から60日の間に１回

の給付を限度とする）
10 0.5

●その他の入院時手術
89． 次のすべてを満たす手術（施術の開始日から60日

の間に１回の給付を限度とする）
５ 給付

対象外
（１）入院日数が１日以上の入院中に受けた手術
（２）手術の直接の原因が入院の原因と同一
（３） 公的医療保険制度に基づく診療報酬点数表によっ

て手術料が算定される手術
（４）手術番号１～88以外の手術

●新・手術特約では一部の手術の種類の給付倍率（手術保障特約・ファミリー保障特約では給付割合）が、手術保障特約（ 63ページをご覧ください）・
ファミリー保障特約（ 68ページをご覧ください）よりも下がっています（給付倍率が下がっている手術の種類は給付倍率を赤字で記載しています。
また手術保障特約の手術給付金およびファミリー保障特約の家族手術給付金の給付割合を〈参考〉に記載しています）。

●お支払いの対象となる手術の種類（例えば「71．レーザー・冷凍凝固による眼球手術」など）は、新・手術特約とそれ以外の主契約・特約で異なる
ことがあります。

●公的医療保険制度の改正が行なわれた場合には、主務官庁の認可を得て、新・手術特約の支払事由を変更することがあります。支払事由を変更する
場合、改正に関する法令の公布の日から６ヵ月以内にあらかじめ連絡します。
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保障見直し後のがん特約Ⅲ型の不担保期間保険料相当額給付金

・見直後特約のがん入院給付金日額が見直前特約のがん入院給付金日額を超える場合

　（給付金額）

※契約日が2010年３月２日以降の場合は新年掛・新半年掛、2010年３月１日以前の場合は年掛・半年掛となります。

・見直後特約のがん入院給付金日額が見直前特約のがん入院給付金日額を超えない場合
　不担保期間保険料相当額給付金はありません。

がん特約Ⅰ型・Ⅲ型

●対象となる悪性新生物（がん）・上皮内新生物
対象となる悪性新生物（がん）・上皮内新生物とは、以下の１および２をいいます。
１． 平成６年10月12日総務庁告示第75号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ⅠCD－10（2003年版）準
拠」（平成18年１月１日現在）に記載された分類のうち次のもの

分類項目 基本分類コード 分類項目 基本分類コード
口唇、口腔および咽頭の悪性新生物
消化器の悪性新生物
呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物
骨および関節軟骨の悪性新生物
皮膚の黒色腫およびその他の皮膚の悪性新生物
中皮および軟部組織の悪性新生物
乳房の悪性新生物
女性生殖器の悪性新生物

C00－C14
C15－C26
C30－C39
C40－C41
C43－C44
C45－C49
C50

C51－C58

男性生殖器の悪性新生物
腎尿路の悪性新生物
眼、脳およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物
甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物
部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物
リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物
独立した（原発性）多部位の悪性新生物
上皮内新生物

C60－C63
C64－C68
C69－C72
C73－C75
C76－C80
C81－C96
C97

D00－D09

２．平成31年４月２日以降に診断確定された子宮頚部、腟部、外陰部および肛門部の中等度異形成

● がん手術給付表
「手術」とは、治療を直接の目的として、器具を用い、生体に切断、摘除などの操作を加えることをいい、下表の手術番号１～５を指します。吸引、
穿刺などの処置および神経ブロックは除きます。

手術番号 手術の種類 給付倍率
１ 悪性新生物根治手術（ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルによる手術は除く。） 40
２ 悪性新生物放射線照射（施術の開始日から60日の間に１回の給付を限度とする。） 10
３ 悪性新生物温熱療法（施術の開始日から60日の間に１回の給付を限度とする。） 10

４ 悪性新生物にともなうファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルによる脳・喉頭・胸・腹部臓器手
術（検査・処置は含まない。施術の開始日から60日の間に１回の給付を限度とする。） 10

５ その他の悪性新生物手術（ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルによる手術は除く。） 20

●がん特約Ⅲ型を付加した主契約の契約日（またはがん特約Ⅲ型の中途付加日）から起算して、１年経過時にがん特約Ⅲ型が継続しているとき、不担
保期間保険料相当額給付金をお受け取りいただけます。

×３（１円未満切り上げ）

（給付金額）

契約日から起算した１年間の満了時のがん特約Ⅲ型の保険料（保険料払込みの方法（回数）
が新年掛の場合には１/12、新半年掛の場合には１/６を乗じた金額）

（１円未満切り上げ）

×３×

中途付加日から起算した１年間の満了時のがん
特約Ⅲ型の保険料（保険料払込みの方法（回
数）が新年掛・年掛※の場合には１/12、新半
年掛・半年掛※の場合には１/６を乗じた金額）

中途付加日前日の
がん入院給付金日額－中途付加日から起算した１年間

の満了時のがん入院給付金日額
中途付加日から起算した１年間の満了時の
がん入院給付金日額

74ページに記載の「保険金・給付金などのお支払いについての留意事項」を必ずご確認ください。
各特約について詳しくは「ご契約のしおり 定款・約款」をあわせてご確認ください。
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保険金・給付金などのお支払いについての留意事項
保険金・給付金などのお支払いについて

● 支払事由に該当していても保険金などをお支払いしない事由（免責事由）は、主に以下の事由です。
・責任開始日（復活が行なわれた場合は復活の際の責任開始日）から３年以内の自殺
・被保険者などの故意または重大な過失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

● 責任開始時前の病気・ケガを原因とする場合は、原則として高度障害保険金、入院給付金などのお支払いや保険料のお払込みの免除はできま
せん。

保険金・給付金のお支払いの対象となる入院・通院・手術・放射線治療について
● 入院日数は、暦の上での日を単位として数えます。例えば、午前中に入院し当日の夕方に退院した場合でも１日として数えます。また、入院
の有無は、入院基本料の支払いの有無などを参考にして判断します。

● 保険金・給付金のお支払いの対象となる入院とは、医師（柔道整復師法に定める柔道整復師を含みます）による治療が必要であり、かつ自宅
等での治療が困難なため、所定の病院または診療所に入り、常に医師の管理下で治療に専念することをいいます。自宅での治療または通院に
よる治療が可能であるにもかかわらず入院している場合や、外泊や外出を繰り返し、治療に専念していない場合などは、お支払いの対象とは
なりません。

●「入院」における所定の病院または診療所とは、次のいずれかです。
（１）  医療法に定める日本国内にある病院または患者を入院させるための施設を有する診療所（四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関

し施術を受けるため、柔道整復師法に定める施術所に入院した場合には、その施術所を含みます）
（２）上記（１）と同等の日本国外にある医療施設
● 給付金のお支払いの対象となる通院とは、医師（柔道整復師法に定める柔道整復師を含みます）による治療が必要であり、所定の病院または
診療所において、入院によらないで治療を受けることをいいます。

●「通院」における所定の病院または診療所とは、次のいずれかです。
（１） 医療法に定める日本国内にある病院または診療所（四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関し施術を受けるため、柔道整復師法に

定める施術所で施術を受ける場合に限り、その施術所を含みます）
（２）上記（１）と同等の日本国外にある医療施設
●保険金・給付金のお支払いの対象となる手術とは、治療を直接の目的とした手術のことをいいます。
●給付金のお支払いの対象となる放射線治療とは、治療を直接の目的とした放射線治療のことをいいます。
● 美容上の処置、病気を直接の原因としない不妊手術、正常な分娩、治療を伴わない人間ドック検査のための入院・通院、薬剤などの購入・受
取りのみを目的とした通院、診断・検査のための手術・放射線治療など、治療を直接の目的としない入院・通院・手術・放射線治療はお支払
いの対象とはなりません。

入院給付金などのお支払いについて
● １回の入院のお支払いの限度の規定の適用にあたり、同一の不慮の事故による入院を２回以上した場合は１回の入院とみなします。また、同
じ原因の病気（医学上重要な関係がある病気を含みます）による入院を２回以上した場合、前回の入院の退院日の翌日から180日以内に開始
した入院は１回の入院とみなします。
※がん特約Ⅰ型・がん特約Ⅲ型については、がん入院給付金が支払われることとなった前回の入院の退院日の翌日から30日以内に開始した入
院は、１回の入院とみなします。

※７大生活習慣病入院特約については 69ページの表に定める同一の「７大生活習慣病の種類」に属する病気も同じ原因の病気として取り扱い
ます。

● １回の入院のお支払いの限度の規定の適用にあたり、病気で入院中に入院を要する別の病気を併発した場合、その別の病気の入院は新たな入
院として取り扱わず、入院を開始した病気により継続して入院したものとみなして取り扱います。
※不慮の事故で入院した場合の取扱いなどや、入院保障特約（Ｂ）・（Ｃ）等の取扱いなどについては「ご契約のしおり 定款・約款」をご確認
ください。

●不慮の事故の日から180日経過後に入院した場合は、病気による入院のお取扱いとなります。
※入院保障特約（Ｂ）・（Ｃ）を付加した場合は、所定の特定疾病・所定の成人病以外の病気による入院のお取扱いとなります。

●頸部症候群（いわゆる「むちうち症」）または腰痛で他覚所見のないものによる入院は、お支払いの対象とはなりません。
●  在宅ホスピスケアなどの保障は、被保険者が余命６ヵ月以内と判断されており、病院または診療所以外において不慮の事故、病気、所定の７
大生活習慣病または所定の女性特定疾病から生じる各種症状を緩和することを目的として、医師の計画的な医学管理のもとで、総合的に提供
される医療を継続して受けているとき（在宅ホスピスケアなど）に、入院しているものとみなしてそれぞれ災害入院給付金、疾病入院給付金、
生活習慣病入院給付金または女性特定疾病入院給付金をお支払いします（各特約のお支払いの限度の範囲内でそれぞれ通算して180日分を限
度とします。ただし、災害入院給付金および疾病入院給付金は合わせて通算します）。
※入院特約、３大疾病無制限入院特約においてこのお取扱いがあった場合、退院給付特約を付加したご契約では、退院給付特約は消滅します。
在宅ホスピスケアなども保障する特約は次のとおりです。

・入院特約　　　・３大疾病無制限入院特約　　　・７大生活習慣病入院特約　　　・生活習慣病入院特約　　　・女性疾病入院特約
・がん特約Ⅰ型　・がん特約Ⅲ型

不慮の事故について
● 不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故（交通事故など）をいいます。

所定の「身体障害表」の等級について
● 所定の「身体障害表」の等級は、身体障害者福祉法で定められている身体障害の等級、各種公的年金制度から支給されている障害年金の等級
などとは異なります。

保険金・給付金などのお支払いの限度について
● 更新前特約と更新後特約で支払われた支払日数、給付割合、給付倍率、支払回数または給付金額を通算します。
●早期発見・治療支援特約、重症化予防支援特約、重度疾病継続保障特約は、保障見直し前と保障見直し後で支払われた支払回数を通算します。

74
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入院保障特約（Ｂ）

●入院保障特約（Ｂ）の特別入院給付金のお支払いの対象となる特定疾病
対象となる特定疾病は、昭和53年12月15日行政管理庁告示第73号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、「厚生省大
臣官房統計情報部編  疾病、傷害および死因統計分類提要  昭和54年版」によるものとします。

分類項目〈分類番号〉 分類項目〈分類番号〉
○サルコイドーシス ＜135＞
○ベーチェット症候群 ＜136 . 1＞
○口唇、口腔および咽頭の悪性新生物 ＜140～149＞
○消化器および腹膜の悪性新生物 ＜150～159＞
○呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物 ＜160～165＞
○骨、結合組織、皮膚および乳房の悪性新生物 ＜170～175＞
○泌尿生殖器の悪性新生物 ＜179～189＞
○その他および部位不明の悪性新生物 ＜190～199＞
○リンパ組織および造血組織の悪性新生物 ＜200～208＞
○上皮内癌 ＜230～234＞
○再生不良（無形成）性貧血 ＜284＞
○血小板（栓球）減少症 ＜287 . 3～287 . 5＞

○脊髄性筋萎縮症 ＜335 . 1＞
　および運動ニューロン疾患 ＜335 . 2＞
○多発硬化症 ＜340＞
○重症筋無力症 ＜358 . 0＞
○閉塞（消塞）性血栓血管炎［ビュルガー（バージャ）病］
 ＜443 . 1＞
○結節性多発動脈炎 ＜446 . 0＞
○大動脈炎症候群 ＜446 . 7＞
○特発性直腸結腸炎 ＜556＞
○天疱瘡 ＜694 . 4～694 . 6＞
○全身性紅斑性狼瘡 ＜710 . 0＞
○全身性硬化（強皮）症 ＜710 . 1＞
○皮膚筋炎 ＜710 . 3＞
　および多発筋炎 ＜710 . 4＞

入院保障特約（Ｃ）

●入院保障特約（Ｃ）の成人病入院給付金のお支払いの対象となる成人病
対象となる成人病は、昭和53年12月15日行政管理庁告示第73号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、「厚生省大臣
官房統計情報部編  疾病、傷害および死因統計分類提要  昭和54年版」によるものとします。

成人病の種類 分類項目〈基本分類表番号〉 成人病の種類 分類項目〈基本分類表番号〉

悪性新生物

口唇、口腔および咽頭の悪性新生物 ＜140～149＞
消化器および腹膜の悪性新生物 ＜150～159＞
呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物 ＜160～165＞
骨、結合組織、皮膚および乳房の悪性新生物
 ＜170～175＞
泌尿生殖器の悪性新生物 ＜179～189＞
その他および部位不明の悪性新生物 ＜190～199＞
リンパ組織および造血組織の悪性新生物 ＜200～208＞
上皮内癌 ＜230～234＞

糖尿病 その他の内分泌腺の疾患＜250～259＞中の糖尿病
 ＜250＞

心疾患

慢性リウマチ性心疾患 ＜393～398＞
虚血性心疾患 ＜410～414＞
肺循環疾患 ＜415～417＞
その他の型の心疾患 ＜420～429＞

高血圧性疾患 高血圧性疾患 ＜401～405＞
脳血管疾患 脳血管疾患 ＜430～438＞
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保険料控除区分についての留意事項
● 当資料に記載している保険料控除区分は、平成22年度税制改正に伴う改正後の生命保険料控除制度における保険料控除区分を記載しています。
なお、法人契約の場合など、契約形態によっては生命保険料控除制度の対象とならない場合があります。

● 個人年金保険料控除対象となるのは、個人年金保険料税制適格特約が付加された契約の場合です。個人年金保険料税制適格特約が付加されて
いない場合や、保険料のお払込回数が一時払いなど個人年金保険料税制適格特約が付加できない場合は、一般生命保険料控除の控除区分とな
ります。

取扱停止となった特約について
● 平成22年度税制改正に伴う改正後の生命保険料控除制度では、特約の各保険料の控除区分が判定され、「一般生命保険料」、「個人年金保険料」、
「介護医療保険料」、「保険料控除対象外となる保険料」の区分に保険料が分かれます（以下、改正後の生命保険料控除制度を「新制度」、改正
前の生命保険料控除制度を「旧制度」といいます）。

●平成23年12月31日以前に締結した保険契約は「旧制度」が適用されます。なお、「旧制度」が適用される保険契約でも、平成24年１月１日以
後に更新、転換、保障見直し、特約変更等の新契約と同等とみなす契約変更等が行なわれた場合、そのご契約は「新制度」が適用されます。
ただし、保障がない特約や身体の傷害のみに基因して保険金等が支払われる特約のみを中途付加する場合は除きます。

●「旧制度」が適用されるご契約であっても、更新、保障見直し、中途付加することにより、「新制度」が適用されることで特約によっては保険
料控除区分が変更となる場合があります。
•「新制度」が適用された場合に、「一般生命保険料」から「介護医療保険料」に変更となる特約は次のとおりです。

・新・生活サポート特約（終身型）基本年数５年　　　・生活習慣病入院特約（120日型）・（365日型）　　　・女性医療特約
・手術保障特約　　　・新退院給付特約　　　・がん特約Ⅰ型　　　・歯科治療特約（Ａ）・（Ｂ）
・ファミリー新退院給付特約（妻子型）　など

•「新制度」が適用された場合に、「一般生命保険料」から「保険料控除対象外となる保険料」に変更となる特約は次のとおりです。

・総合傷害保障特約（新アクシデント）　　　・傷害通院損傷特約　など

•保険料払込免除特約が付加されている場合、免除対象特約の保険料は高くなっています。その部分も免除対象特約ごとの保険料控除区分が
適用されます。

●税務の取扱いについては2023年2月現在の税制に基づくものであり、今後、税制の変更に伴い取扱いが変わる場合があります。個別の取扱い
については、所轄の税務署等にご確認ください。

各特約について詳しくは「ご契約のしおり 定款・約款」をあわせてご確認ください。75
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生命保険募集人は、お客さまと明治安田生命の保険契約締結
の媒介を行なう者で、保険契約締結の代理権はありません。
したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお
申込みに対して明治安田生命が承諾したときに有効に成立し
ます。

明治安田生命ホームページ
https://www.meijiyasuda.co.jp/

本社 〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-1-1
TEL 03-3283-8111（代表）

引受保険会社

2303
91032募Ⅱ2300184商品開発
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