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～ よりわかりやすく、より安心できる医療保障 ～ 

新特約『新・手術特約』・『女性疾病入院特約』、  
新商品『女性医療保険 才色

さいしょく

健美
け ん び

』などを発売！  
 明治安田生命保険相互会社（執行役社長 松尾 憲治）は、２００７年５月２８日から、ライフ

アカウント Ｌ.Ａ.などに付加いただける新特約「新・手術特約」・「女性疾病入院特約」、新商品「女

性医療保険 才色健美（さいしょくけんび）」を発売します。 

 当社は、ＣＳＲを「社会からの負託に応える企業活動」と認識し、お客さまのニーズに的確にお

応えするべく、「安心してご加入いただけるやさしい商品」、「安心して生きていくための多様な保

障」の充実に取り組んでいます。 

そして今回、お客さまのニーズが強い医療保障について、「よりシンプルでわかりやすい支払事

由、より安心できる幅広い保障」への見直しを行ない、新たな特約として、「新・手術特約」、「女

性疾病入院特約」を発売します。 

また、同時に発売する「女性医療保険 才色健美」は、妊娠・出産などの女性の不安にお応えす

る「女性にやさしい商品」として、妊娠中の合併症や異常分娩などによる入院を「１日目」から「倍

額の入院給付金」で保障するとともに、ご契約内容やご契約後の各種取扱い等を記載した「約款」

についても、見やすくわかりやすい内容に全面改訂しています。 

今後も、商品内容や約款等における「わかりやすさ」の向上に一層努めるとともに、ご加入時か

らご請求・お支払い時まで、継続して「安心」をお届けできるよう取り組んでまいります。 

 
＜新商品の特長＞ 

１．新・手術特約 

特長１．「入院を伴う手術」は手術名を問わずに支払い対象となるから “安心”・“わかりやすい” 

○従来の手術給付の支払対象（限定列挙された８８種類の手術）に、「入院を伴う公的医療保険

制度対象の手術」が加わりました。 

 現在販売している「医療保険 ＭＹどっく」についても手術給付の対象範囲を拡大し、新たに「医療保

険 ＭＹどっく プラス」として発売します。 

２．女性疾病入院特約 

特長１．女性特有の病気による入院を、短期から長期までしっかりカバーしているから “安心” 

特長２．入院１日目からの保障や支払限度は他の入院関係特約と同じなので “わかりやすい” 

○女性特有の病気による入院を「１日目（日帰り入院）」から保障します。 

○１回の入院の支払日数限度は「120 日型」と「365 日型」とし、通算支払限度は「1,095 日」

に拡大しました。 

 あわせて、支払事由の絞り込みを行なった「退院給付特約（退院時の保障）」、「傷害通院損傷特約（ケ

ガの保障）」も発売します。 

３．女性医療保険 才色健美 

特長１．妊娠中の合併症や異常分娩による入院、乳がんや子宮筋腫など女性にとって不安な病気による入

院も、１日目から、手厚く保障しているので “安心” 

特長２．シンプルな商品内容、見やすさ・使いやすさが大幅に向上した「約款」で “わかりやすい” 

○女性特有の病気で入院したときは倍額の給付金をお支払いする「女性のための医療保険」です。

○入院・手術の保障に絞ったシンプルな商品で、入院は「1 日目（日帰り入院）」から、手術は

「入院を伴う公的医療保険制度対象の手術」も保障しています。 

○「約款」について、図表・見出し等の積極的活用、専門用語の言い換え、備考の充実など、全

面的な改訂を行ないました。 
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＜新商品の内容＞ 

 １．新・手術特約 （※） 

（１）給付内容 
給付金名称 支払事由 給付金額 支払限度 

所定の 88 種類の手術のとき 
手術の種類に応じて 

基準給付金額×10・20・40 
手術給付金 

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のとき 
基準給付金額×5 

なし 

（２）主なお取扱い 
付加できる保険種類 契約年齢範囲 基準給付金額範囲 

ライフアカウント Ｌ.Ａ.、メディカルアカウント ｍ.ａ.、

終身保険パイオニアＥ、ゆとり～むＥ、個人定期保険、集団

定期保険、ＰＬ’ＥＡＳＥ、タイムカプセルＥ、養老保険 

6～75 歳 

（注） 

2,000 円～20,000 円

（注） 

（注）付加する保険種類によって異なります。 

（３）保険料例 ＜ライフアカウント Ｌ.Ａ.に付加する場合＞ 

基準給付金額 5,000 円、男女共通、特約保険期間 10 年（20 歳は 15 年）、月掛、口座振替料率 
20 歳 30 歳 40 歳 50 歳 60 歳 

240 円 290 円 360 円 530 円 850 円 

 

 ２．女性疾病入院特約 （※） 
（１）給付内容 

給付金名称 支払事由 給付金額 

女性特定疾病 

入院給付金 

女性特定疾病（注）により入院したとき（入院 1 日

目から保障） 

※在宅ホスピスケアの場合も入院とみなす 

入院給付金日額×入院日数

（注）新生物、甲状腺障害、乳房・女性生殖器の疾患、腎臓・尿管の障害、妊娠・分

娩の合併症など、所定の疾病が対象となります。 

 
1 回の入院の 

支払日数限度 
通算支払日数限度 

120 日型 120 日分 

365 日型 365 日分 
1,095 日分 

（２）主なお取扱い 
付加できる保険種類 契約年齢範囲 入院給付金日額範囲

ライフアカウント Ｌ.Ａ.、メディカルアカウント ｍ.ａ.、

終身保険パイオニアＥ、ゆとり～むＥ 

12～74 歳 

（注） 

2,000 円～20,000 円

（注） 

（注）付加する保険種類によって異なります。 

（３）保険料例 ＜120 日型・ライフアカウント Ｌ.Ａ.に付加する場合＞ 

入院給付金日額 5,000 円、特約保険期間 10 年（20 歳は 15 年）、月掛、口座振替料率 
20 歳 30 歳 40 歳 50 歳 60 歳 

420 円 495 円 530 円 725 円 1,025 円 

 
（※）ライフアカウント Ｌ.Ａ.、メディカルアカウント ｍ.ａ.に付加する場合は、それぞれの特約の［積

立終身用］となります。
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 ３．女性医療保険 才色健美（さいしょくけんび）  
（１）しくみ図 

・災害入院給付金 
・疾病入院給付金 
・女性特定疾病入院給付金 

（基準入院給付金日額×２×入院日数） 
・手術給付金 

女性特有の病気に
よる入院は、 
給付金額が２倍！ 

 

 
健康支援給付金  

 
 
 

 85 歳（満了時の年齢）

まで更新可能  

 

 

 
ご契約 満了  

保険期間・保険料払込期間（10 年） 
 

（２）給付内容 

給付金名称 支払事由（給付金を支払う場合） 給付金額 

災害入院給付金 不慮の事故で180日以内に入院したとき 基準入院給付金日額×入院日数

疾病入院給付金 
一般疾病（女性特定疾病以外の疾病）で入
院したとき 

基準入院給付金日額×入院日数

女性特定疾病 
入院給付金 

女性特定疾病で入院したとき 
［基準入院給付金日額×2］ 

×入院日数 

所定の88種類の手術のとき 
手術の種類に応じて 

基準入院給付金日額×10・20・40
手術給付金 

入院を伴う、上記以外の公的医療保険制度
対象の所定の手術のとき 

基準入院給付金日額×5 

健康支援給付金 
保険期間中、上記の給付金がいずれも支払
われなかったとき 

基準入院給付金日額×10 

 
１回の入院の支払日数限度 

災害入院給付金 疾病入院給付金 女性特定疾病入院給付金 

通算支払日数限度 
（給付金ごとに） 

60 日分 60 日分 60 日分 365 日分 

（※）手術給付金のお支払限度はありません。 

（３）主なお取扱い 

保険期間 契約年齢範囲 基準入院給付金日額範囲 付加できる特約 

10 年 18～70 歳 
5,000 円～10,000 円 

（年齢によって異なります）
なし 

（４）保険料例 

基準入院給付金日額 10,000 円、月掛、口座振替料率 

20 歳 30 歳 40 歳 50 歳 60 歳 

4,320 円 4,820 円 5,150 円 6,950 円 11,180 円 

 

以 上 
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