
ご契約時の留意事項　～必ずご確認ください～

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。

死亡保険金・高度障害保険
金のいずれかの保険金が支
払われた場合、特約は消滅し、
重複してお支払いしません。

特約保険期間の５分の１が
経過するごとに、ご契約（更
新）時の特約保険金額の
１０％ずつ逓減します。

特約名称 お支払いする場合（支払事由） お支払い額

定期保険特約 死亡保険金額

死亡保険金額逓減定期保険
特約Ⅰ型

お支払いする保険金

死亡保険金・
高度障害保険金

死亡保険金・
高度障害保険金

死亡、身体障害表の第１級の
障害状態（高度障害）のとき

死亡、身体障害表の第１級の
障害状態（高度障害）のとき

定期保険特約・逓減定期保険特約Ⅰ型について
1

2

1
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留意・補足事項

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。

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。

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。

当社の定める「寝たきりによる
要介護状態」、「認知症によ
る要介護状態」など、日常生
活制限状態について詳しくは
「ご契約のしおり　定款・約
款」をご確認ください。

生活サポート終身年金特約について

1

2

3
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2 留意・補足事項

生活サポート
終身年金

死亡給付金

お支払いする
年金・給付金 お支払いする場合（支払事由） お支払い額

● 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

死亡したとき

第１回の生活サポート終身年金をお支払いした場合、その後のこの特約の保険料のお払込みは不要です。

対象となる所定の日常生活制限状態

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。

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．身体障害者　　
障害程度等級表
の級別１級・２級

２．公的介護保険
制度の要介護
３・４・５

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３．寝たきり

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４．認知症

身体障害表（主約款別表3）の第１級の障害状態に該当したもの５．高度障害

上肢・下肢・体幹の不自由など肢体不自由

心臓機能障害・じん臓機能障害・呼吸器機能障害・ぼうこう又は直腸の機能障害・
小腸機能障害・肝臓機能障害

胸腹部臓器の
機能障害

片側１上肢および１下肢の用を全く永久に失ったもの６．片側半身の
障害

生活サポート
終身年金年額

生活サポート
終身年金年額
と同額

2013年8月現在の身体障害者福祉法に基づき記載しています。

● 肢体不自由および胸腹部臓器の機能障害とは、以下のことをいいます。

21

表1

表1

「1．身体障害者障害程度等級表の級別１級・２級」について

4

･･･の番号は、右の　　　　　　　　　　の番号に対応しています。留意・補足事項1 2 3

記載のお支払事由や給付に際しての制限事項は、概要や代表事例を示しています。お支払事由の詳細や制限事項等についての
詳細ならびに主な保険用語の説明等については「ご契約のしおり　定款・約款」に記載していますのでご確認ください。
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６大疾病保障特約について4

６大疾病
保険金

６大疾病
保険金額

お支払いする
保険金 お支払いする場合（支払事由） お支払い額

次のいずれかに該当したとき

①急性心筋梗塞
●急性心筋梗塞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

●急性心筋梗塞で所定の手術を受けたとき
②脳卒中

●脳卒中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

●脳卒中で所定の手術を受けたとき
③重度の糖尿病

●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

④重度の高血圧性疾患（高血圧性網膜症）
●高血圧性疾患により高血圧性網膜症　であると医師によって診断さ
れたとき

⑤慢性腎不全
●慢性腎不全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

⑥肝硬変
●肝硬変の状態になったと医師によって診断されたとき

こうそく

６大疾病保険金のお支払いは
１回限りで、保険金が支払わ
れた場合、特約は消滅します。

陳旧性心筋梗塞、狭心症な
どはお支払いの対象となりま
せん。

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
る状態をいいます。

くも膜下出血・脳内出血・脳
梗塞とします。

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。詳しくは
「ご契約のしおり 定款・約款」
をご確認ください。
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留意・補足事項

がん治療保障特約について3
４回目のがん保険金が支払わ
れた場合、特約は消滅します。

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
お支払いの対象となります）。

診断確定された時期が、責任
開始日前または責任開始日か
ら90日以内の場合には、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には、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
支払いの対象とはなりません。

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。

皮膚や骨などは、それぞれ「同
一臓器」です。例えば手の皮
膚に悪性黒色腫が発生（診
断確定）した後に、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。

● 次のいずれかの悪性新生物（がん）について診断確定されたときをいいます。
１．すでにお支払い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．すでにお支払い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）

３．すでにお支払いの対象となった悪性新生物（がん）とは関係のない、新たに生じた悪性新生物（がん）

新たに所定の悪性新生物（がん）と診断確定されたときについて

● がんケア給付金支払対象期間は、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。
がんケア給付金支払対象期間中に特約の保険期間が満了した場合について

がん保険金 がん保険金額

がんケア給付金 がん保険金額の10%

お支払いする
保険金･給付金 お支払いする場合（支払事由） お支払い額

がん保険金の支払事由に該当した場合で、この特約の保
険期間中、がんケア給付金支払対象期間（がん保険金の
支払事由発生日の翌日から起算した５年間）中に到来す
るがん保険金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

留意・補足事項
1

2

3

4

5

6

1

4 5

6

●責任開始時前を含めてはじめて所定の悪性新生物
（がん）　と医師によって診断確定されたとき
●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
（がん保険金は合計４回を限度としてお支払いします）

2
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ご契約時の留意事項　～必ずご確認ください～

新・介護保障特約について5

お支払いする
保険金 お支払いする場合（支払事由） お支払い額

次のいずれかの条件を満たしたとき
①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
②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

●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

●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

介護保険金 介護保険金額

歩行障害による
要介護状態

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、　　 のｂ～ｅのいずれかに該当していること

　　のａに該当し、かつ、　　 のｂ～ｅのうち2項目以上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。

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。

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。

（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。

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

傷害特約について6

● 災害死亡保険金は所定の特定感染症による死亡のときにもお支払いの対象となります。

災害死亡保険金が支払われ
た場合、特約は消滅します。ま
た、同一の不慮の事故ですで
に障害給付金をお支払いして
いる場合は、これを差し引いて
お支払いします。

同一の不慮の事故ですでに
災害死亡保険金をお支払い
している場合は、重複して
お支払いしません。

特定感染症による保険金のお支払いについて

留 意・補 足 事 項

災害死亡保険金 災害死亡保険金額

障害給付金

お支払いする
保険金・給付金

 お支払いする場合
（支払事由） お支払い額 お支払いの限度

通  算 ：災害死亡保険
　　　  金額の10割

不慮の事故で180日
以内に死亡したとき

不慮の事故で180日
以内に所定の障害状
態のとき

障害状態の程度により
災害死亡保険金額の
10割～1割

1

2

1

2

介護保険金のお支払いは1
回限りで、保険金が支払われ
た場合、特約は消滅します。

11

留意・補足事項

表2

表2 表2

表2

表1

表1

表1

17



新・入院特約について7

入院治療保障特約について8

その他留意事項26

その他留意事項26

診療報酬点数が算定されない場合について
●海外で入院した場合などで、入院治療給付金の支払事由に該当する入院をしたにもかかわらず、診療報酬点
数が算定されない場合の給付金額は下表のとおりとします。

１回の入院について
●同一の病気またはケガ（医学上重要な関係があるものを含みます）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。

入院治療給付金の支払事由が重複した場合のお取扱いについて
●２つ以上の病気またはケガにより入院し、入院治療給付金の支払事由が重複して生じた場合、入院を開始した
病気またはケガにより継続して入院したものとみなして取り扱います。

留意・補足事項

お支払いする給付金 お支払いする場合
（支払事由）

お支払いの限度
1入院：1回の入院の限度お支払い額

入院治療給付金

型

Ⅰ型

Ⅱ型

Ⅲ型

入院中の療養に係る
診療報酬点数 ×1円

入院中の療養に係る
診療報酬点数 ×2円

入院中の療養に係る
診療報酬点数 ×3円

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

型 Ⅰ型

お支払い額 入院日数×1,700円

Ⅱ型

入院日数×3,300円

Ⅲ型

入院日数×5,000円

高額療養費の支給の有無に
かかわらず、入院中の診療報
酬点数に応じた金額をお支
払いします。

自由診療による入院、労働者
災害補償保険・自動車損害賠
償責任保険・公的介護保険が
適用された入院など、公的医
療保険制度における保険給
付の対象とならない入院はお
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、治療を目的としない入院
はお支払いの対象とはなりま
せん。

ご契約時の型は、70歳未満の
場合はⅢ型、70歳以上の場合
はⅠ型となります（ただし、70歳
以上で自己負担割合が3割
の場合は、所定の書類をご提
出いただくことでⅢ型も付加で
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。

ご請求時に、お支払いの対象
とならない入院の診療報酬点
数が含まれていた場合、その
点数を除きます。

公的医療保険制度に未加入などのため保険給付を受けることができない場合は、この特約の保障の対象外となり
ますのでご注意ください。

1入院： 30万円
通　算：600万円

1入院： 60万円
通　算：600万円

1入院： 90万円
通　算：600万円

4

1

2 3

5

5

5

1

2

3

4

5

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

お支払いする給付金 お支払いする場合
（支払事由）

お支払いの限度
1入院：1回の入院の限度お支払い額

入院給付金

１回の入院について
●同一の病気またはケガ（医学上重要な関係があるものを含みます）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。

入院給付金の支払事由が重複した場合のお取扱いについて
●２つ以上の病気またはケガにより入院し、入院給付金の支払事由が重複して生じた場合、入院を開始した病
気またはケガにより継続して入院したものとみなして取り扱います。なお、いずれかの病気に悪性新生物（が
ん）・上皮内新生物が含まれる場合は、悪性新生物（がん）・上皮内新生物の治療を目的とする入院の期間に
限り、お支払いの限度はありません。

留意・補足事項
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、治療を目的としない入院
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（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
以外において病気や不慮の
事故から生じる各種症状を緩
和することを目的とした所定の
医療を継続して受けていると
きなど）は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（非浸潤性の悪性新
生物および皮膚がんを含みま
す）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。

1 2

もあわせてご確認ください。

1

2

3

1入院： 180日
通　算：1,095日

3
3

もあわせてご確認ください。
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ご契約時の留意事項　～必ずご確認ください～

もあわせてご確認ください。

特定損傷給付特約について11

特約の保険料払込免除について12

その他留意事項26

お支払いする給付金 お支払いする場合
（支払事由） お支払い額 お支払いの限度

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。

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。

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）

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、病気またはそしゃく行為を原因とするものを除く。

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、病気を原
因とするものを除く。

同一の不慮の事故による
お支払回数 ：　 1回

通　算　　 ： 10回

特定損傷給付金額

不慮の事故で180日以内
に骨折・関節脱臼・腱の断裂・
熱傷・永久歯の喪失　　 の
治療を受けたとき

特定損傷給付金

骨折

関節脱臼

腱の断裂

熱傷

永久歯の喪失

対象となる特定損傷

留意・補足事項

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。

表1

表1

1

筋・靭帯の損傷はお支払いの
対象とはなりません。

2
じんたい

● 被保険者が不慮の事故で180日以内に身体障害表の第２級・第３級の障害状態のときは、その後は各特約の
保険料のお払込みは免除され、特約の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。
また、以下の特約については、被保険者が身体障害表の第１級の障害状態（高度障害）のときにも同様のお取
扱いとなります。

1

2

●がん治療保障特約
●新・入院特約
●特定損傷給付特約

●傷害特約
●退院給付特約

●６大疾病保障特約
●入院治療保障特約

●新・介護保障特約
●先進医療保障特約

退院給付特約について10

お支払いする給付金  お支払いする場合
（支払事由） お支払い額 お支払いの限度

退院給付金 通　算 ： 基準退院給付
　　　  金額の140倍

基準退院給付金額×
入院日数に応じた
給付倍率
（4倍･2倍･1倍）

新・入院特約の入院給付金
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

19

先進医療保障特約について9

「先進医療」による療養を
受けたとき

先進医療の技術に
係る費用と同額 通　算 ： 600万円

お支払いの限度お支払いする給付金 お支払いする場合
（支払事由） お支払い額

先進医療給付金

留 意・補 足 事 項

1 2 3

医療技術名が厚生労働大臣
が「先進医療」として認めるも
のと同じでも、適応症または実
施する医療機関のいずれかで
も「先進医療」として認められ
るものに該当しない場合は、
お支払いの対象となる「先進
医療」にはあたりません。

ご契約時点ではお支払いの
対象となる「先進医療」に該
当した治療でも、その後に医
療技術・適応症・実施する医
療機関が見直され、治療を受
けた時点で「先進医療」に該
当しない場合は、お支払いの
対象とはなりません。

診察・投薬・入院料等、公的
医療保険制度における保険
給付の対象となる費用は、お
支払いの対象とはなりません。

1

2

3

● お支払いの対象となる「先進医療」は、厚生労働大臣が「先進医療」として認める医療技術・適応症（対象と
なる病気・ケガ・それらの症状）・実施する医療機関（所定の基準を満たして届出をしているか、厚生労働
大臣が個別に認めた医療機関）に該当している場合に限ります。

● お支払いの対象となる「先進医療」は、被保険者が治療を受けた時点のものとなります。
　「先進医療」として厚生労働大臣が認める医療技術・適応症・実施する医療機関は、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。（当社ホームページからもご覧いただけま
す。）

● 医療技術名が同じでも、その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ので、
「先進医療」に該当するか否かは、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」は、一般的な治療を受けるなかで、患者が希望し、医師がその必要性と合理性を認め、患者に説
明した場合に行なわれます。患者は説明内容について十分に納得したうえで、同意書に署名し、治療を受
けることとなります。

お支払いの対象となる「先進医療」について



障害状態による特別終身特約について13 留意・補足事項
● 主契約の保険料払込期間中（第１保険期間）に、①身体障害表の第１級の障害状態（高度障害）のとき、または、
②不慮の事故で180日以内に身体障害表の第２級・第３級の障害状態のときに、その後の主契約の保険料の
お払込みを終了し、主契約の保険料払込期間満了後（第２保険期間）から主契約の終身保障とは別に以下の終
身保障を行ないます。

● この特約の解約および保険金の減額はできません。

主契約の保険料払込期間中
（第1保険期間）に該当した身
体障害表の第１級の障害状
態（高度障害）と同一の障害
状態をお支払事由として、高
度障害保険金はお支払いし
ません。

高度障害保険金

死亡保険金 500万円

500万円

お支払いする保険金 お支払いする場合（支払事由） お支払い額

主契約の保険料払込期間満了後（第２保険期間）に死亡したとき

主契約の保険料払込期間満了後（第２保険期間）に身体障害表
の第1級の障害状態（高度障害）のとき

1

1
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リビング・ニーズ特約および重度がん保険金前払特約について14 留意・補足事項
被保険者が以下の「お支払いする場合（支払事由）」のとき、死亡保険金の一部または全部 を特約保険金と
してお支払いします。

リビング・ニーズ
特約

特約名称 お支払いする
保険金 お支払いする場合（支払事由） お支払いの

限度お支払い額

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

第２保険期間中に死亡保険
金額の全部をお支払いしたと
きには、ご契約はその請求日
にさかのぼって消滅します。こ
の場合、主契約に付加されて
いる新・入院特約なども消滅
します。

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。

対象となる死亡保険金額の
範囲内、かつ、3,000万円以
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。

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
特約の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。

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お
支払いの対象となります）。

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。

生活サポート終身年金特約の
死亡給付金額は含みません。

リビング・ニーズ特約の場合、
特約保険金の請求日から６ヵ
月後の死亡保険金額、重度が
ん保険金前払特約の場合、
特約保険金の請求日から３年
後の死亡保険金額とします。

● 「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。

● 「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「お支払いする場合（支払事由）」における「治療」と「効果」について

● 「指定保険金額の対象となる死亡保険金額」は、以下の主契約および特約の死亡保険金額 の合計としま
す（死亡保険金額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は、指定保険金額の分減額されたものとします）。

指定保険金額の対象となる死亡保険金額について

※以下の要件をすべて満たす特約の場合、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７６歳以下

● ただし、特約保険金の請求日から起算した以下の期間内に保険期間が満了する特約の死亡保険金額は対象に
なりません（特約が更新されるときは対象になります）。

11

2

3

2

4

5

5 6

6

7

8

9

10

10

8

●主契約（第１保険期間中は非対象）
●定期保険特約

●障害状態による特別終身特約（第１保険期間中は非対象）
●逓減定期保険特約Ⅰ型

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

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

1契約につき
1回限り
（特約は
　消滅します）

7

リビング・ニーズ特約

重度がん保険金前払特約

１年以内

３年以内※

9

【指定保険金額 】－
【６ヵ月分の利息＋
６ヵ月分の保険料
相当額】

3

4

【指定保険金額 】－
【３年分の利息＋
３年分の保険料
相当額】

3

4



ご契約時の留意事項　～必ずご確認ください～

代理請求特約について15

特約の支払事由の変更について16

契約通算特約・配偶者契約通算扱特約について（明治安田生命のポイント制度「ハッピーL.A.ボーナス」）17

留意・補足事項
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　 。

●被保険者本人が、事故や病気などで寝たきりの状態になり、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

●その他上記に準じる場合

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受取人が代理請求人です　。
●被保険者の戸籍上の配偶者
●被保険者の直系血族（祖父・祖母・父・母・子・孫など）
●被保険者の兄弟姉妹
●被保険者と同居しまたは被保険者と生計を一にしている、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）

被保険者本人がご請求できない特別な事情がある場合

代理請求人

表1

表1
表2

表2

● 特約を付加する場合は、被保険者の同意を得て、ご契約者がお申込みください。
● 死亡保険金受取人が法人である場合は、特約を付加することはできません。

特約の付加について

● 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､先進医療保障
特約および重度がん保険金前払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。

● 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、生活サポート終身年金特約およ
び新・介護保障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。

● 身体障害者福祉法 の改正が行なわれた場合には、主務官庁の認可を得て、生活サポート終身年金特約の
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。

● ６大疾病保障特約の６大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。

対象となる保険金などは、高
度障害保険金や入院給付金
などです。また、ご契約者と特
約の被保険者が同一人であ
る場合の保険料払込免除な
ども対象となります。詳しくは
「ご契約のしおり 定款・約款」
をご確認ください。

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。

ご請求時において、代理請求人
が未成年者などの場合は、
代理請求人としてのお取扱い
を受けることはできません。そ
の他、詳しくは「ご契約のしお
り 定款・約款」をご確認くだ
さい。

1

留意・補足事項

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。

1

1

2

2

3

3

特にお申し出のない場合、所
定の利率（この利率は金融情
勢により変動することがありま
す）で自動的に積み立てられ
ます。

契約日から10年間にわたって
毎年、転換価格に応じてお支
払いします。

給付対象契約とは、契約通算
特約が付加された「ライフア
カウントＬ.Ａ.」をいいます。

判定対象契約とは、ご契約者
および通信先が給付対象契
約と同一である保険契約のう
ち、当社の定める保険種類の
保険契約で、特約給付金の
お支払いの判定に用いる保
険契約をいいます。ただし、保
険料の払込みが免除されたご
契約や、保険料の払込みが
終了したご契約は、判定対象
契約になりません。

留意・補足事項

● 所定の基準を満たす保険契約を締結していることについてお申し出があり、その契約について計算されたポ
イントが一定の条件に該当しているとき、以下の給付金をお支払いします　。

● 第2保険期間開始後は、上記の給付金のお支払いはありません。

契約通算特約について

● ご夫婦が各々契約通算特約を付加してご契約されている場合、各々のご契約に配偶者契約通算扱特約を付加
することにより、ご夫婦の判定ポイントを合算して取り扱います。

● 配偶者契約通算扱特約の適用については、配偶者の同意とともにご契約者からのお申し出が必要です。

配偶者契約通算扱特約について

● 給付対象契約　 の各保険年度末において、各判定対象契約　の保険金と保険料に基づき計算します。
● 保険年度末までにご契約内容（配偶者契約を含む）が変更され、ポイントが変動した場合、給付金額も変動す
ることがあります（保障見直しや減額・解約等により当社所定のポイントを満たさなくなった場合など、ハッピー
Ｌ.Ａ.ボーナスをお支払いできないことがあります）。

● 給付金の計算基準は、判定対象契約または判定対象契約に付加されている特約が更新された場合はその更
新日、判定対象契約に特約が中途付加された場合はその中途付加日における当社の定める基準によるものと
します。

ポイントの計算について

お支払いする給付金

長期継続特約給付金（５年ごとボーナス）

お支払いする場合

特約給付金（１年ごとボーナス） 契約日から１年が経過するごと

契約日から５年が経過するごと
および主契約の保険料払込期間満了時

転換給付金（転換ボーナス）　 主契約が転換後契約である場合

1

1

3 4

2

1

2

3

4
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第２保険期間（主契約の保険料払込期間満了後）
● 第２保険期間の死亡・高度障害保険金額は、【主契約の保険料払込期間満了日の積立金およびその翌日に適
用される予定利率等に基づいて計算される金額　 】が無告知限度額　を超えない場合はこの金額となりま
す。　 が無告知限度額を超える場合であっても、お申し出のうえ、新たな診査・告知をいただくことで　 とす
るお取扱いができます　。

● お申し出がない場合または当社が承諾しなかった場合は、無告知限度額と同額となり、無告知限度額を超える
部分に相当する積立金の残額部分は５年確定年金でお支払いします　。

● 主契約の保険料払込期間満了時に年金移行特約を付加することにより、主契約の全部または一部について、
終身保障（死亡・高度障害保障）にかえ、年金に変更（移行）することができます　。

● 主契約の全部を年金に変更（移行）する場合、主契約の保険料払込期間満了日の翌日に更新する特約は80歳
または年金支払期間満了日までのいずれか短い期間まで継続します 。

6

7

8

9

10

保険料の高額割引制度について18

主契約について（第１保険期間中は主契約を「アカウント」といいます）19 留意・補足事項
将来の保険金などをお支払
いするために、当社の定める
方法により計算される保険契
約に対する責任準備金のこ
とをいいます。

積立金は予定利率で運用され
ますが、災害死亡保障のための
費用、その他諸経費が差し引か
れるため、積立金の実際の利回
りは予定利率を下回ります。

お引き出し後（主契約の一部
解約後）に所定の残高（第２
保険期間の主契約の保険金
額１０万円を構成するための
金額です。この金額は、引き出
し時の残高と毎回の保険料
から主契約に積み立てられる
（取り崩される）金額によって
定まります）が必要です。

積立金を引き出し、第１保険期
間満了時の積立金額が少なく
なると、第２保険期間の主契約
の保険金額は小さくなります。

ご契約後３年ごとの契約応当
月に積立金のお引き出しをする
場合は、積立金の30%まで手
数料はかかりません。なお、転
換制度や保障見直し制度ご
利用後、１年以内に積立金のお
引き出しおよび解約する際に
は、引出手数料とは別に当社
の定める方法により計算した
金額を差し引くことがあります。

主契約の保険料払込期間満
了日に満了する特約の死亡
保険金額（更新する特約の
死亡保険金額を除く）の合計
額または500万円のいずれか
大きい金額です。

健康状態などによってはお取
扱いできない場合があります。

積立金の残額部分が当社所
定の金額を下回る場合は、積
立金の残額部分を一時金で
お支払いします。

変更後の基本年金年額などに
よっては変更のお取扱いができ
ないなど、所定の要件があります。

主契約の保険料払込期間満
了日の翌日に生活サポート終
身年金特約または入院治療
保障特約を更新する場合は、
全部を年金に変更（移行）す
ることはできません。

● ご契約から３年ごとの契約応当日および主契約の保険料払込期間満了日の翌日に見直します（最低保証予定
利率1.0% を下回ることはありません）。予定利率を見直す場合、事前に連絡します。

● 第１保険期間中にお払込みいただく保険料は、いったん主契約に積立金　として積み立てられ、特約保険料
は主契約から充当されます。また、主契約の保険料払込期間満了時にその時点の積立金をもとに終身保障
（死亡・高度障害保障）になります。

主契約の解約時の返戻金について
● ご契約から３年経過後の解約の場合、主契約の返戻金は、払込保険料から特約保険料（積立金のお引き出しを
行なった場合は、その額を含む）を差し引いた保険料の累計額を下回ることはありません。

積立金のお引き出し（主契約の一部解約）について
● 積立金は、所定の範囲内　でお引き出し（主契約の一部解約）いただけます　。
● 積立金をお引き出し（主契約の一部解約）する際には、原則１％の手数料が必要となります　。

積立金に適用する予定利率　について

＜主契約の積立金について＞

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2

1

2

3 4
5

主契約の保険料払込期間満了後

特約保険料に充当します

終身保障
アカウントの積立金

毎回の保険料
一時投入保険料
転換価格

10

●定期保険特約 ●逓減定期保険特約Ⅰ型 ●生活サポート終身年金特約

1

留意・補足事項
● ご契約内容が所定の条件を満たす場合、保険料の高額割引制度が適用され、以下の特約の保険料が割安と
なります　 。

保障見直しや減額などのご契
約内容の変更等により、所定
の条件を満たさなくなった場
合は、保険料の高額割引制
度が適用されなくなります。

1

第１保険期間（主契約の保険料払込期間）

＜主契約の保障について＞

お支払いする給付金 お支払いする場合（支払事由）

上記以外で死亡したとき

災害死亡給付金

死亡給付金

お支払い額

積立金×1.1

積立金

不慮の事故で180日以内に死亡したとき、または所定の特定
感染症で死亡したとき

留意・補足事項

22



ご契約時の留意事項　～必ずご確認ください～

● 資産の運用成果を３年ごとに通算して剰余金が生じた場合、ご契約後４年目から３年ごとにお支払いします。
なお、以下の特約については、配当金はありません。

この利率も金融情勢により変
動することがあります。

配当金は変動（増減）し、運用実績によっては0となることもあります。

● 上記の配当金とは別に、特別配当をお支払いすることがあります。
● 配当金に利息　をつけて積み立てたものが積立配当金です。1

配当金について20

更新などについて21

●新・入院特約 ●退院給付特約

留意・補足事項

1

● 以下の特約については、主契約の保険料払込期間満了日の翌日（ただし、主契約の保険料が８０歳払込満了の
場合、被保険者の年齢７５歳時の年単位の契約応当日）に、お申し出により保険期間を終身に変更することが
できます 。

保険期間の終身変更について

82

新・更新特約による更新のお取扱いについて

● 更新とは、特約の保険期間満了日の翌日より、健康状態にかかわらず、更新日の前日の保険金額・給付金額・年
金年額の範囲内かつ当社の定める取扱いの範囲内で保障を継続できる制度です 。

● 特約の保険期間満了の時期により、以下のとおり、更新にあたってご契約者のお申し出が必要な場合と不要な
場合とがあります。

● 更新時に当社がその特約の付加を取り扱っていない場合は、更新の取扱いを行なわないことがあります。
この場合、その特約にかえて当社の定める他の特約を付加することができます。

更新後の特約の保険料が高
くなった場合、主契約の払込
保険料を増額していただくこと
があります。

給付金のお支払いの限度に
関しては、更新（変更）前の特
約と更新（変更）後の特約で
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。

ご契約時には新・更新特約を
付加していただきます。

この場合、更新後の保険期
間は原則として更新前の保
険期間と同一となります。ただ
し、主契約の保険料払込期
間満了日を超えることになると
きは、主契約の保険料払込
期間満了日までとなります。

この場合、保険料払込みの
方法（回数）は新年掛でお払
込みいただきます。

この場合、更新後の保険期
間は原則として10年となりま
す。ただし、更新の限度を超え
ることになるときは、更新の限
度までとなります。

更新できる特約の組合せや
更新後の特約保険期間など
には所定の制限があります。

変更できる特約の組合せや
変更後の特約保険料払込期
間などに所定の制限がありま
す。また、変更後の特約保険
料は、特約の変更日における
被保険者の年齢・保険料率
により新たに定めます。

主契約の保険料払込期間満了
日まで更新できる特約

特約の保険期間満了の時期 特約の更新を希望される場合のお申し出の要否

主契約の第1保険期間
満了日の前日まで

●お申し出は不要です（特約は自動的に更新されます） 。
●更新のご希望がない場合は、特約の保険期間満了日の２ヵ月前まで
に、お申し出ください。

主契約の第1保険期間
満了日以後

●ご契約者のお申し出が必要です（特約の保険期間満了日の２ヵ月前ま
でに、お申し出ください） 。

●お申し出がないと特約は保険期間満了によって消滅し、その後の保
障がなくなります。

●定期保険特約　　　　　　　　　　●逓減定期保険特約Ⅰ型

●がん治療保障特約
●新・介護保障特約
●新・入院特約
●先進医療保障特約

●生活サポート終身年金特約
●６大疾病保障特約
●傷害特約
●入院治療保障特約
●退院給付特約

60歳まで更新できる特約

80歳まで更新できる特約

●特定損傷給付特約

1

2

3

4

5

6

7

8

4

5 6

2

3

留意・補足事項

特約の更新限度について 7

●がん治療保障特約
●新・入院特約
●特定損傷給付特約

●傷害特約
●退院給付特約

●６大疾病保障特約
●入院治療保障特約

●新・介護保障特約
●先進医療保障特約

更新後の保険料は、更新日における被保険者の年齢および保険料率によって計算します。通常、
同一の保障内容で更新される場合であっても、更新後の保険料は更新前よりも高くなります 。1
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● 保障額の見直しと同時に、保
険の種類や期間、付加する特
約などを総合的に変更するこ
とができます。

● 現在のご契約の保障内容や
保険期間は変えずに、死亡保
障額などを増やすことができ
ます。

●現在のご契約はそのまま継続
し、そのご契約とは異なる内
容で保障を充実することがで
きます。

特徴

● 現在のご契約を解約すること
なく、その責任準備金や配当
金などの合計額（転換価格）
を新しいご契約の一部に充当
する方法です。

● 現在のご契約に定期保険特
約などを新たに付加して保障
額を大きくする方法です。

●現在のご契約に追加して、別
の新しい保険にご契約いただ
く方法です。

●ご契約は２件になります。

しくみ

現在の
ご契約

定期保険特約などの中途付加転換制度 追加契約

● 消滅します 。 ●継続します。 ●継続します。

1 2

3

● いずれの方法をご利用いただく場合も、改めて告知や診査が必要になります。
　健康状態などによっては、ご利用できない場合があります。ご注意

● 転換制度ご利用時の年齢、保険
料率により保険料を計算します。

●転換価格は、主契約に充当さ
れます　。また、新しいご契約
の基準ポイントが当社所定基
準以上であるなどの条件を満
たしているときには、転換後
10年間、転換価格に応じて
「転換給付金」をお受取りい
ただけます。

●中途付加時の年齢、保険料率
により中途付加する特約の保
険料を計算し、現在のご契約
の保険料に加えてお払込み
いただきます。

● 新しい保険のご契約時の年
齢、保険料率により新しい保
険の保険料を計算し、現在の
ご契約の保険料とあわせて
お払込みいただきます。

保険料

● 保障内容の見直し後の保険料は、どの方法を利用するかによって異なります。

4

● 一時投入保険料は原則として、ご契約時、ご契約から3ヵ月以内、ご契約から3年ごとの契約応当日の前月、特
約更新時、保障見直し時、保障見直し時から3ヵ月以内および主契約の保険料払込期間が80歳で新・入院特約、
退院給付特約の保険期間終身への変更時にお払込みいただくことができます。

● 保障見直し制度をご利用する場合で、「見直前特約の精算額」と「見直後特約の調整額」を加減して、中途付加日
における主契約の積立金が所定の金額を下回る場合には、必要一時投入保険料をお払込みいただく必要があ
ります。

転換制度のご利用をご検討されている方へ22

一時投入保険料のお払込みについて23

● 上記のほかに、保険金額・給付金額などを減額する方法や払済保険へ変更する方法などがあります。
● 現在ご加入の商品や内容によってはお取扱いできない場合があります。また、それぞれの方法のご利用には、
所定の条件を満たすことが必要になります。

転換制度のご利用により、保
険料計算に用いる予定利率
が現在のご契約より引き下げ
られ保険料が引き上げられる
場合があります。また、配当タ
イプについても変更されます。

転換制度ご利用後１年以内
にご契約の全部または主契
約の一部を解約する場合、主
契約の積立金に充当された
転換価格に対応する部分に
ついては、引出手数料等とは
別に、その10％を返戻金から
控除してお支払いします。

留意・補足事項
● 転換制度とは現在のご契約を解約することなく、その責任準備金や配当金などの合計額（転換価格）を新しい
ご契約の一部に充当する方法です。

● 保障内容の見直しについては、転換制度のご利用のほかに、定期保険特約などを中途付加する方法、追加契約
で準備する方法などもご利用いただけます。

1

転換により新しいご契約をお
引受けすることを当社が承諾
した場合は、新しい契約の責
任開始時に現在のご契約は
消滅します。

主契約の積立金を取り崩し、
特約保険料に充てることがで
きます。ただし、取り崩された場
合で、第１保険期間満了時の
主契約の積立金額が少なくな
ると、第２保険期間の主契約
の保険金額は小さくなります。

3

4

2

ライフアカウント L.A.へ
転換する場合

新しいご契約

主契約
（アカウント）

現在のご契約

現在のご契約 現在のご契約

転換価格

定期保険特約
など

追加した
新しいご契約

24

その他留意事項26 もあわせてご確認ください。



ご契約時の留意事項　～必ずご確認ください～

● 被保険者の年齢は満年齢で計算し、１年未満の端数については、６ヵ月以下のものは切り捨て、６ヵ月を超える
ものは切り上げます。例えば、満40歳７ヵ月の場合は41歳になります。

● 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。

● 給付金のお支払対象となる入院に該当するためには、次のいずれかの「病院または診療所」へ入院すること
が必要です。
（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、そ
の施術所を含みます）

（2）上記（１）の場合と同等の日本国外にある医療施設
● ライフアカウントＬ.Ａ.は、延長定期保険･払済保険への変更のお取扱いはしておりません。
● ライフアカウントＬ.Ａ.に付加される特約はそれぞれの特約の［積立終身用］です（障害状態による特別終
身特約､ リビング·ニーズ特約、重度がん保険金前払特約、代理請求特約、契約通算特約および配偶者契約
通算扱特約を除く）。当資料に記載の特約名称では［積立終身用］の文字を省略しております。

● 転換制度のご利用や現在ご契約の保険契約または特約の解約、減額を前提とした新たな保険契約のお申込
みをご検討される場合には、現在のご契約と新たなご契約とで給付範囲（保険金・給付金の支払事由）が異
なることにより、現在のご契約の保障内容が新たなご契約では保障されないことがあります。
例えば現在のご契約では以下の特約と支払事由が類似した特約に死亡保障がある場合でも、新たなご契約
に付加できる以下の特約には死亡保障はありません。

ご契約者が法人（団体等）の場合について25

その他留意事項26

●がん治療保障特約 ●新・介護保障特約●6大疾病保障特約

● 死亡保険金受取人が法人であるときには、受取人が被保険者の保険金および給付金も、法人にお支払いし
ます 。この場合、リビング・ニーズ特約および重度がん保険金前払特約による特約保険金の受取人も同
様に法人となります。

● 法人が受け取る保険金、給付金、配当金、解約時の返戻金などは、税務会計上、益金に算入する必要がある場
合があります。

● 経理処理について、詳しくは「法人契約の経理と税務」に記載しています。申告の際には、専門家または所轄の
税務署に必ずご相談、ご確認ください。

保険金、給付金のお支払いについて

経理処理について

従業員を被保険者とする保
険契約の死亡保険金などを
ご請求の際は、ご遺族などの
ご了解を要します。

留意・補足事項

11

● お払込みいただく保険料は、契約日・前回保険料変更時から1年以上経過している場合、当社の定める取
扱いの範囲内で変更することができます。ただし、保障見直し時、特約の保険期間満了時（特約の更新
時を含む）、特約の解約時、特約の減額時には契約日・前回保険料変更時から１年以上経過していない場
合でも変更することができます。

● 特約の解約・減額等により特約保険料が減額されても、お払込みいただく保険料の変更には当社所定の
お手続きが必要です。お手続きをされない場合、お払込みいただく保険料は変更されず、解約・減額等を
した部分の特約保険料は主契約に積み立てられます。

払込保険料の変更について24

25

また、例えば新・手術特約が付加されている現在のご契約を消滅させて、新たに入院治療保障特約を付加
したライフアカウントＬ.Ａ.にお申込みの場合、入院を伴わない手術や自由診療による手術は、新・手術特
約では保障される手術であったとしても、入院治療保障特約では保障されません。

新たなご契約のお申込みをご検討される場合には、保障内容をよくご確認ください。

（入院治療保障特約では保障されない手術の例）

　自由診療による手術
　　●レーシック（エキシマレーザー角膜屈折矯正手術）など

　入院を伴わない手術
　　●レーシック（エキシマレーザー角膜屈折矯正手術）
　　●大腸ポリープ切除術　　　　　　　　　　　　　など



一生涯続く終身入院保険『明日のミカタ　医療費リンクシリーズ』も取り扱っています。

保険金・給付金などのお支払いについての留意事項
免責事由とは、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のことで、主に以下の事由です
● 責任開始日（復活の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

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特約保険料のお払込みの免除はできません。ただし、
ご契約の際の告知などにより当社がその原因の発生を知っていた場合などには、高度障害保険金、入院給付金な
どのお支払いをすることや特約保険料のお払込みの免除をすることがあります

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

約款に定める所定の障害状態は、身体障害者福祉法などに定める障害状態などとは異なります
例）身体障害表の第１級の障害状態（高度障害）
　　約款に定める所定の障害状態で、両眼の視力を全く永久に失った状態（回復の見込みのない状態）など

約款に定める急激かつ偶発的な外来の事故（交通事故など）
※不慮の事故を原因とする保険金・給付金などは、事故の日を含めて180日以内に所定の事由に該当したと
きにお支払いの対象となります

責任開始時前の病気・
ケガを原因とする場合

免責事由

所定の障害状態

不慮の事故

お支払対象となる入院

26


