
２０１０年５月７日

の発売について

～お客さまにわかりやすく安心感のある商品の充実に努めています～

入院医療費の自己負担に備える保険

明治安田生命保険相互会社（執行役社長 松尾 憲治）は、２０１０年５月２６日から、「明日のミカタ」でご好評をいただ

いている入院医療費の自己負担に備える医療保障を「ライフアカウント Ｌ.Ａ.」にも付加し、既にご提供している「明日

のミカタ」および「元気のミカタ」とあわせて、『医療費リンクシリーズ』として発売します。

この当社独自の医療保障により、病気や治療の種類を問わず、入院中の治療費（※）の自己負担に応じて保障する

「保障 わ やすさ 加え 支払 す 際 給付金額が病院 交付さ 「領収 確 き 「 支払 わ「保障のわかりやすさ」に加え、お支払いする際の給付金額が病院で交付される「領収証」で確認できる「お支払いのわ

かりやすさ」を実現しています。

なお、「ライフアカウント Ｌ.Ａ. 医療費リンクシリーズ」では、特約数や給付種類が多く、わかりにくいという「お客さまの

声」をふまえ、特約数・給付種類の大幅なスリム化にも努めました。

今後も、「お客さまにわかりやすく、安心感のある商品」のいっそうの充実に取り組んでまいります。

主なポイント

１

主なポイント

「医療費リンクシリーズ」は保障内容やお支払いのわかりやすさが向上

・従来の商品では、気になる病気や手術などに対応した保障を組みあわせて準備する必要がありました

が、「医療費リンクシリーズ」では、病気や手術などの種類を問わず、入院中の治療費（※）に応じてお支

○保障内容がわかりやすい

「医療費リンクシリーズ」は保障内容が充実

・入院中の治療費の保障については、病院で交付される「領収証」に記載された「診療報酬点数」に応じ

てお支払いするため、お支払いする際の給付金額がお客さまご自身で確認いただけます。

２

○お支払いがわかりやすい

払いすることで、保障内容がわかりやすくなります。

・入院中の保険診療（※）に係る費用については、手術などの治療の種類を問わずに幅広く保障するとと

もに、差額ベッド代など治療以外の費用には入院日数に応じた保障で対応するため、入院医療費の自

己負担にしっかり備えることができます。

・保障範囲が重複する特約について新規の取扱いを停止し、従来の「１２特約・１６給付種類」を「６特約・

「ライフアカウント Ｌ.Ａ.」の特約数・給付種類をスリム化３

７給付種類」に集約することで、大幅なスリム化を図ります。

（※）公的医療保険制度の給付の対象となる療養のうち、診療報酬点数が算定されるものがお支払いの対象になります。
なお、手術以外の治療費（注射料・麻酔料・放射線治療料など）にも対応しています。



１．開発の背景

近年は医療技術の進歩などにより、１回の入院日数は短くなる一方で、入院1日あたりの自己負担費用は高くなって

います。また、入院中に手術を受ける割合が約１／３になるなど、手術以外に治療が多様化しています。

こうした状況をふまえ、当社は医療環境の変化に強い商品の開発に取り組み、がんや生活習慣病などの気になる病

気や特定の手術を保障する従来商品と 線を画し 入院医療費の自己負担に備える『医療費リンクシリ ズ』を発売し

入院日数が短期化 入院時の自己負担費用が高額化

気や特定の手術を保障する従来商品と一線を画し、入院医療費の自己負担に備える『医療費リンクシリーズ』を発売し

ました。

直近13年間で、平均入院日数が「約14日」短く
なっています

直近11年間で、入院1日あたりの自己負担費用が
「約2 1倍」になっています
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出典：厚生労働省「病院報告」 ※2001年以前は過去1年間、2004年以降は過去5年間の直近の入院に関する費用
※食事代、差額ベッド代を含む。高額療養費制度による払戻し前の金額

出典：生命保険文化センター「生活保障に関する調査」
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ポイント

・「入院中の治療費（保険診療）」には、自己負担に応じた保障である「入院治療保障特約」が、「入院中の治療

費以外の費用」には、入院日数に応じた保障である「新・入院特約」が対応します。

・さらに 発売中の「先進医療保障特約」を付加することで 「先進医療の技術に係る費用（全額自己負担）」にも

２．主な特徴

領 収 証

＜領収証イメージと基本医療保障＞

さらに、発売中の「先進医療保障特約」を付加することで、「先進医療の技術に係る費用（全額自己負担）」にも

対応可能です。

・入院治療保障特約および先進医療保障特約は、病院で交付される 「領収証」により、お支払いする際の給付

金額がわかりやすくご確認いただけます。
※上記の特約名称はライフアカウント Ｌ.Ａ. 医療費リンクシリーズの場合です

領 証
番号 氏 名 請求期間

様 年 月 日 ～ 年 月 日

受診科 入・外 領収書No. 発行日 費用区分 負担割合 本・家 区分

入院

保険

初・再診料 入院料等 医学管理等 在宅医療 検査 画像診断 投薬

点 点 点 点 点 点 点

注射 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 精神科療法 処置 手術 麻酔 放射線治療

・病院または診療所で治療を受け

たときには、左記のような領収証

が交付されます。
保険

点 点 点 点 点 点 点

病理診断 診断群分類(DPC) 食事療養 生活療養

点 点 円 円

保険外
負担

先進医療 差額室料 その他 保険
保険

（食事・生活）
保険外
負担

内訳 合計 円 円 円

負担額 円 円 円

領収額合計 円

・領収証では、初診料や再診料、

注射、手術など自分が受けた診

療行為の内訳や、医療費の自己

負担額などを知ることができます。

※左記は領収証のイメージであり、

各医療機関によって形式が異な

ります。

○○県○○市○○○ ○－○

○○○○病院 ○○ ○○
領収印

入院時にかかる主な医療費

治療費(診療報酬点数)に連動した
「入院治療給付金」

支払額 診療報酬点数 ３円（Ⅲ型の場合）

入院治療保障特約

入院中の治療費

・治療費は、診療行為ごとに定めら
れた「診療報酬点数」の合計に１点
当たり10円を乗じて算定します。

・小学校入学から70歳未満の患者
自己負担額は 「診療報酬点数 支払額：診療報酬点数×３円（Ⅲ型の場合）

先進医療の技術に係る費用に連動した
「先進医療給付金」

支払額：技術に係る費用と同額

先進医療保障特約（発売中）

先進医療の
技術に係る費用

（保険診療）

＜一部自己負担＞
年齢によって３～１割

の自己負担額は、「診療報酬点数
×10円×３割」となります。（※１）

・先進医療の技術に係る費用は、公
的医療保険制度の給付対象外の
ため、全額自己負担となります。

(※１)2010年5月現在

入院日数に連動した「入院給付金」

支払額：入院給付金日額×入院日数

新・入院特約（※３）

入院中の
治療費以外の費用

食事代・差額ベッド代など

＜全額自己負担＞
・差額ベッド代や食事代などは公的
医療保険制度の給付対象とならな
いものです。なお、差額ベッド代の
１日当たり平均額は、「約5,740円」
です。（※２）

(※２)出典：「選定療養に係る報告状況」厚生労働省(2009年)
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(※３)ライフアカウント Ｌ.Ａ.医療費リンクシリーズの場合



（１）ご契約例

20・30・40歳／主契約保険料払込期間満了65歳／特約保険期間10年

新・生活サポート特約（終身型） 年金年額 240万円

遺族サポート特約 死亡保険金額 400万円

３．ご契約例・保険料例（ライフアカウント Ｌ.Ａ. 医療費リンクシリーズ）

がん治療保障定期保険特約 特約保険金額 200万円

６大疾病保障定期保険特約 特約保険金額 200万円

新・介護保障定期保険特約 特約保険金額 200万円

新・入院特約 入院給付金日額 5,000円

入院治療保障特約（Ⅲ型） － 付加

先進医療保障特約 － 付加

新・生活サポート特約（終身型）
主契約保険料
払込満了まで

自動更新

年金年額240万円

（２）しくみ図

遺族サポート特約 一時金400万円

がん治療保障定期保険特約

新・介護保障定期保険特約

６大疾病保障定期保険特約
主契約保険料払込満了まで

自動更新
※ 長80歳まで更新可能

一時金 200万円
（再発3回目まで保障）

一時金 200万円

一時金 200万円

特
約

入院治療保障特約(Ⅲ型)

先進医療保障特約

終身保障

新・入院特約

主契約保険料払込満了まで
自動更新

※ 長80歳まで更新可能

日額 5,000円

主
契

（３）保険料例 月掛・口座振替料率 （当初10年間の保険料）

▲
ご加入

▲
主契約保険料

払込満了

年齢
男性 女性

保険料 保険料

▲
10年後

アカウントの積立額
終身保障契

約

※左記は、アカウントへの積立額を
1,000円とした場合の保険料例

20歳 12,613円 10,815円

30歳 14,863円 13,240円

40歳 22,579円 18,919円 保険料率は2010年7月1日現在
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ライフアカウント Ｌ.Ａ.は、「ご契約のしおり 定款・約款」についても「お客さまの声」を反映し、各ページに備考を設け
て内容のご説明を加えるなど、「わかりやすさの向上」を図ります。



ライフアカウント Ｌ.Ａ. 医療費リンクシリーズでは、「入院治療保障特約」および「新・入院特約」の発売にともない、
次の特約の新規取扱いを停止します。

・入院特約 ・新・手術特約 ・７大生活習慣病入院特約 ・入院初期給付特約

・３大疾病無制限入院特約 ・がん特約Ⅲ型 ・女性疾病入院特約

４．ライフアカウント Ｌ.Ａ.の特約数・給付種類のスリム化について

入院特約
3大疾病無制限入院特約

災害入院給付金、疾病入院給付金

集中治療給付金
新・入院特約 入院給付金

特約種類 給付種類

疾病 制限 院特約 特約 女性疾病 院特約

特約種類 給付種類

これまでのライフアカウント Ｌ.Ａ.

（※）上記以外にも、新・生活サポート特約（有期型）、女性特定がん保障定期保険特約、災害割増特約の販売を停止します。

院給 特約 退院給付金

新・手術特約 手術給付金

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

7大生活習慣病入院特約 生活習慣病入院給付金

女性疾病入院特約 女性特定疾病入院給付金

入院初期給付特約 入院初期給付金

入院治療保障特約 入院治療給付金

院給付特約 退院給付金退院給付特約 退院給付金

先進医療保障特約 先進医療給付金

災害割増特約 災害死亡保険金・災害高度障害保険金

傷害特約 災害死亡保険金、障害給付金

特定損傷給付特約 特定損傷給付金

退院給付特約 退院給付金

先進医療保障特約 先進医療給付金

傷害特約 災害死亡保険金、障害給付金

特定損傷給付特約 特定損傷給付金

12特約・16給付種類 6特約・7給付種類

５．商品ラインアップについて

・「入院治療保障特約」を付加した「ライフアカウント Ｌ.Ａ.」、「明日のミカタ」および「元気のミカタ」を「医療費リン

クシリーズ」として販売します。

※従来商品「ライフアカウント Ｌ.Ａ. Ｄｏｕｂｌｅ（ダブル）」ならびにソフトプラン「７ガード」、「Ｇプロテクト」および

「ｆｏｒ Ｌａｄy」は販売を停止しますｆｏｒ Ｌａｄy」は販売を停止します

医療費リンクシリーズのラインアップこれまでのラインアップ
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（１）支払事由等

支払事由 支払額 支払日数限度

入院 入院給付金 額 １入院180日

ア．新・入院特約［積立終身用］

＜参考＞ライフアカウント Ｌ.Ａ.の新特約の支払事由等

イ．入院治療保障特約［積立終身用］

入院
給付金 病気またはケガで入院したとき 入院給付金日額

×入院日数

１入院180日
通算1,095日

（※）

（※）悪性新生物・上皮内新生物の治療を目的とした入院は支払日数限度の対象外

支払事由 型 支払額
支払限度

１入院 通算

Ⅲ型 入院中の療養に係る 90万円

上記は支払事由の全てを表示したものではありません。詳しくは「商品パンフレット」等でご確認ください。

入院治療
給付金

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
したとき

Ⅲ型 入院中の療養に係る
診療報酬点数×３円 90万円

600万円

Ⅰ型 入院中の療養に係る
診療報酬点数×１円 30万円

（２）契約年齢範囲

16歳～70歳

以 上

このニュースリリースは保険募集を目的としたものではありません。詳細は「商品パンフレット」等をご覧ください。
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