
お取扱内容について

保険種類 保険期間 保険料払込期間 契約年齢

解約返戻金抑制型医療保険

七大生活習慣病特約

三大疾病入院一時金特約

先進医療特約

特定在宅治療支援特約

終身
終身
【歳満了】60,65,70,75,80,85歳終身保障タイプ 0（生後15日以上）～満80歳

0（生後15日以上）～満80歳【年満了】5,10,15,20,25,30年
【歳満了】60,65,70,75,80,85歳 保険期間と同一定期保障タイプ

終身 終身
【歳満了】60,65,70,75,80,85歳終身保障タイプ 満6～満80歳

【年満了】5,10,15,20,25,30年
【歳満了】60,65,70,75,80,85歳 保険期間と同一定期保障タイプ 満6～満80歳

保険期間と同一 0（生後15日以上）～満80歳5年定期保障タイプ

保険期間と同一 満6～満80歳5年定期保障タイプ

※詳細は別途お問合わせください。

■保険料払込方法：月払・半年払・年払

■保険期間・保険料払込期間・契約年齢

保険料払込の免除について
つぎの場合には、将来の保険料のお払込みは免除となります。
•被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として保険料払込期間中に所定の高度障害状態に該当したとき。
•被保険者が責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して180日以内の保険料払込期間中に所定の身体障害の状態に該当
したとき。

解約返戻金抑制型医療保険（定期保障タイプ）の自動更新について
•ご契約は85歳を限度として更新することができます。
•更新後の保険期間は更新前と同一の保険期間となります。ただし、当社所定の範囲内で保険期間を変更することがあります。
•更新後の入院給付金日額等は更新前と同一の入院給付金日額等となります。
•更新後のご契約には更新日の約款が適用されます。
•更新後の保険料は更新日の被保険者の年齢、保険料率により計算します。したがって、更新後の保険料は、更新前と異なります。

特約の自動更新について
•主契約の保険料払込期間中に特約の保険期間が満了する場合、特約は主契約の保険料払込期間満了日を限度として（主契約の保険料払込方法が終身払のときは85歳限度）
更新することができます。
•保険契約者のお申出があれば、主契約の保険料払込期間満了時に当社所定の範囲内で特約を更新することができます。ただし、特約ごとに更新できる保険期間は異なります。
•特約の保険期間の満了日と主契約（定期保障タイプ）の保険期間の満了日が同一の場合で、主契約が更新されるときは、特約は主契約と同時に更新されます。
•更新後の特約には更新日の特約条項が適用されます。
•更新後の特約保険料は更新日の被保険者の年齢、保険料率により計算します。したがって、更新後の特約保険料は、更新前と異なります。
•更新後の特約の保険期間は更新前と同一の保険期間となります。ただし、当社所定の範囲内で特約の保険期間を変更することがあります。

契約者配当金について
この保険は無配当保険ですので、契約者配当金はありません。

■解約返戻金抑制型医療保険（主契約）
•終身保障タイプの場合、保険料払込期間中に解約した場合の解約返戻金はありません。ただし、短期払の場合で、保険料払込期間満了後の解約返戻金額は、入院給付金日額の
30倍相当額になります。
•定期保障タイプの場合、解約返戻金はありません。

■解約返戻金抑制型医療保険に付加できる特約
•「先進医療特約」「七大生活習慣病特約」「三大疾病入院一時金特約」「特定在宅治療支援特約」については、解約返戻金はありません。

解約返戻金について

保険種類をお選びいただく際には「保険種類のご案内」をご覧
ください。
この保険は「保険種類のご案内」に記載されている疾病・医療保険です。
「保険種類のご案内」は当社の代理店にご請求ください。

ご契約の際には「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。
「ご契約のしおり・約款」はご契約についての大切な事項、必要な保険の知識などについて
ご説明しています。必ず、ご一読のうえ大切に保管してください。
「ご契約のしおり・約款」記載事項の例　
●お客さまの個人情報に関する取扱い　●クーリング・オフ制度　
●給付金などをお支払いできない場合　●健康状態や職業などの告知義務
●保障の開始（責任開始期）　●ご契約の解約と解約返戻金

ご検討にあたっては、「契約概要」および「特に重要なお知らせ
（注意喚起情報）」を必ずご覧ください。

生命保険の募集は、保険業法に基づき登録された生命保険募集人のみが行うことができます。当社の代理店（生命保険募集人）は、お客さまと当社の生命保険契約締結の媒
介を行う者で、生命保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、生命保険契約は、お客さまからの生命保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに成立
します。なお、お客さまの担当である当社の代理店（生命保険募集人）の身分・権限等に関しまして確認をご要望の場合には、下記照会先までご連絡ください。

フコクしんらい生命保険株式会社　お客さまサービス室　TEL 0120-700-651 ※通話料無料
受付時間　9:00～18:00（土、日、祝日、年末年始など当社休業日を除きます）照会先

生命保険募集人について

ご相談・お問合わせは…

51200900（17.04）LIG　募AAG06160194（17.02）

〒160-6132 東京都新宿区西新宿 8-17-1    tel 03-6731-2100（代）
http://www.fukokushinrai.co.jp

お手頃な保険料なのに充実保障！！
日帰り入院でも
5日分の入院給付金を保証！

解約返戻金抑制型医療保険

2017年4月
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データ

新規入院件数と入院日数5日以内の割合が年々増加しています。

H23H20H17H14 H26（年）

（万件）

■新規入院件数 ■入院日数5日以内の割合

出典：厚生労働省「平成14、17、20、23、26年 患者調査」をもとに当社作成出典：厚生労働省「新規入院件数」をもとに当社作成

いま、先端的な科学技術が医療に適用されています。

七大生活習慣病の患者数は、1,800万人を超えています。

がんは、日本人の2人に1人がかかる病気です。

日本人の食習慣や生活習慣が変化
するにつれて、生活習慣病にかかる
人の数がふえています。
いま、七大生活習慣病の総患者数
は、あわせて1,800万人を超えてい
ます。

出典：厚生労働省
「平成26年 患者調査」より

■生活習慣病の総患者数

高血圧性疾患 1,010.8万人

糖尿病 316.6万人

脳血管疾患 117.9万人

心疾患 172.9万人

腎疾患 29.6万人

肝疾患 25.1万人

162.6万人がん（悪性新生物）

いま、在宅による自己治療が注目を集めています。

■日本人の死因 ■日本人が生涯でがんにかかる確率

出典：厚生労働省
「平成27年 人口動態調査」より

出典：公益財団法人 がん研究振興財団
「がんの統計'15」より

がん
28.7％

急性
心筋梗塞
2.8％

脳卒中 
8.4％

その他
60.1％

男性の場合 61.8％

女性の場合 46.0％

■先進医療の例

■入院時の１日あたりの自己負担費用 ■入院時の自己負担費用

出典：厚生労働省「第49回 先進医療会議（平成29年1月）資料」に基づき当社算出

平均費用

「先進医療」とは先端的な科学技術
を医療に適用した治療方法のうち、
厚生労働大臣が承認したものをい
います。高い治療効果が期待でき
る一方で、その技術料に公的医療
保険が適用されないので、患者に
重い費用負担がかかることがあり
ます。

重粒子線治療

平均費用陽子線治療

平均費用多焦点眼内レンズを用いた
水晶体再建術

3,093,057円

2,760,022円

554,707円

0

500

1,000

1,500

2,000

出典：（公財）生命保険文化センター「平成28年度 生活保障に関する調査」
※過去5年間に入院し、自己負担費用を支払った人
※治療費・食事代・差額ベッド代・交通費などを含む、高額療養費制度を利用した場合は利用後の金額

平均19,835円 約65.4％が1万円以上 約74.9％が10万円以上平均22.1万円
7.6％

17.5％

13.1％

13.1％5.3％

4.1％

12.5％

8.3％

13.7％

H14 H17 H20 H23 H26（年）

（％）

0
5
10
15
20
25
30
35

26.3
30.1 30.9 33.3 34.1

近年、QOL（クオリティオブライフ）
の考え方が浸透するにつれ、入院
治療に依存するのではなく在宅での
治療を重視する傾向がみられます。
糖尿病のインシュリン注射などの
在宅自己注射は、この十数年で倍
以上になっています。

出典：厚生労働省「社会医療診療行為別調査」平成12年～平成26年の資料に基づき当社作成

※右記の各年データは診療報酬明細書に基づ
き各年の6月に審査された1ヵ月分のデータ
となります。

※脳卒中は「くも膜下出血」「脳内出血」
「脳梗塞」の総称

■在宅自己注射の年次推移（在宅自己注射の指導管理回数：各年6月審査分）
100万回
90万回
80万回
70万回
60万回
50万回
40万回
30万回
20万回
10万回

0
H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26（年）

入院日数Data 1

入院費用

先進医療Data 3

七大生活習慣病Data 4

Data 5 三大疾病

特定在宅治療Data 6

Data 2

ご存知ですか？ 
最近の医療の現状について

5,000～
7,000円未満

7,000～
10,000円未満

5,000円未満 5万円未満

5～10万円未満

Short

急性
心筋梗塞
急性
心筋梗塞 脳卒中脳卒中がんがん

1,360 1,391 1,400 1,460 1,503

40,000円以上

10,000～15,000円未満
15,000～
20,000円未満

20,000～
30,000円未満

30,000～
40,000円未満

100万円以上

39.3％

10～20万円未満
20～30万円未満

30～50万円未満

50～100万円未満

24.5％7.9％

14.1％

6.9％

12.0％

増加
増加

増加

がん（悪性新生物）・急性心筋梗塞・
脳卒中のいわゆる「三大疾病」は、
日本人がかかりやすい病気であり、
死因の約40％を占めています。
その中でもがんは、日本人の2人に
1人は、一生のうち一度はかかると
いわれています。

◎「総患者数」は、平成26年10月時点で継続的に受療している人の数を、
厚生労働省が推計した数値です。
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保障内容 日帰り入院など短期入院でも、５日分の 入院給付金を最低保証する医療保険。
「終身保障プラン」の場合、ケガや病気に よる入院・手術等の保障は一生涯続きます。
保険料は変わりません。

特約で安心をプラスできます

骨髄移植治療給付金

先進医療定額給付金
治 療

放射線治療給付金

手 術

先進医療特約

入 院
通算1095日

無制限

無制限

骨髄ドナー給付金

先進医療給付金

疾病入院給付金

災害入院給付金

手術給付金

支払限度

日帰り入院でも5日分お支払いします。

1入院の支払限度は  　 ・　　・
から選択できます。

公的医療保険制度対象の手術
　　　　　　　  を保障。
外来（入院なし）での手術も対象。

放射線治療や先進医療や骨髄移植、
ドナー提供でも一時金が支払われます。
ドナーは一回のみ。

先進医療の技術　料を実費で保障

終身保障プラン

主
契
約

ただし、放射線
治療給付金は
60日に1回
骨髄ドナー給付
金は1回のみ

先進医療を受けたとき

放射線治療を受けたとき

病気やケガで手術を受けたとき

病気やケガで入院したとき

骨髄移植を受けたとき

骨髄移植のドナーになったとき

所定の先進医療を受けたとき

Short

一
生
涯
保
障

5
年
更
新

約1,000 種類

通算

まで
1,000万円

ご注意 ●「先進医療特約」「特定在宅治療支援特約」の保険期間・保険料払込期間は「5年」です。最長で85歳まで自動更新できます。
●更新後の特約保険料は更新日の被保険者の年齢、保険料率により計算します。 したがって、更新後の特約保険料は、更新前と　　異なります。

特
約

入院手術
1回あたり

外来手術
1回あたり

5日以内の
入院

1回あたり

1回あたり

1日あたり 5,000円7,000円10,000円

25,000円35,000円50,000円

主契約 入院給付金日額

10,000円
主契約 入院給付金日額

5,000円
主契約 入院給付金日額

7,000円

Ａコース ＣコースＢコース

5万円7万円10万円

2.5万円3.5万円5万円

5万円7万円10万円

プラス プラス

30  60 120日

出典：平成28年度 医科診療報酬点数表より
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保障内容

主契約 先進医療
特約

七大生活習慣病
特約

三大疾病
入院一時金特約

特定在宅治療
支援特約お客さまのニーズにあわせて、

各コース内で ［保障プラン］ をお選びいただけます
基本保障プラン

重点保障プラン
充実保障プラン

さらに、お客さまのニーズにあわせて
様々な保障をお選びいただけます。

ご注意 ●「先進医療特約」「特定在宅治療支援特約」の保険期間・保険料払込期間は「5年」です。最長で85歳まで自動更新できます。
●更新後の特約保険料は更新日の被保険者の年齢、保険料率により計算します。 したがって、更新後の特約保険料は、更新前と　　異なります。

プラス

三大疾病入院
一時金特約 1回

三大疾病入院一時金

がん・急性心筋梗塞・脳卒中で
入院された場合

三大疾病で入院したとき
（がん・急性心筋梗塞・脳卒中）

急性
心筋梗塞
急性

心筋梗塞 脳卒中脳卒中がんがん

一
生
涯
保
障

生活習慣病骨髄移植治療給付金

生活習慣病先進医療定額給付金

生活習慣病放射線治療給付金

特定在宅治療
支援特約

通算1095日

無制限

1回
特定在宅治療支援給付金

生活習慣病入院給付金

生活習慣病手術給付金

支払限度

七大生活習慣病による入院・手術など
さまざまな保障を「上乗せ」します。

自己注射療法・人工透析療法・
酸素療法を行った場合

特
約

先進医療を受けたとき

放射線治療を受けたとき

手術を受けたとき

入院したとき

骨髄移植を受けたとき

特定の在宅治療を受けたとき

七大生活
習慣病特約 一

生
涯
保
障

5
年
更
新

無制限
ただし、放射線
治療給付金は
60日に1回

＊「がん」の場合、この特約の責任開始期からその日を含めて
90日間は保障されません。

＊1入院の支払限度は主契約と同一となります。

一時金

1回あたり

1日あたり

一時金

入院給付金日額

10,000円
入院給付金日額

5,000円
入院給付金日額

7,000円

Ａコース ＣコースＢコース

入院手術
1回あたり

外来手術
1回あたり

5日以内の
入院

1回あたり

主契約 入院給付金日額

10,000円
主契約 入院給付金日額

5,000円
主契約 入院給付金日額

7,000円

Ａコース ＣコースＢコース

50万円70万円100万円

25万円35万円50万円

5万円

2.5万円

5万円

5,000円

25,000円

5万円

2.5万円

5万円

5,000円

25,000円

5万円

2.5万円

5万円

5,000円

25,000円
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保障内容 お客さまのライフプランに合わせて
一定期間を保障する「定期保障プラン」も
お選びいただけます。

定期保障
プラン 給付金例

しくみ図

解約返戻金抑制型医療保険に
付加できる特約

●先進医療特約 ●七大生活習慣病特約 
●三大疾病入院一時金特約 ●特定在宅治療支援特約

▶30歳/男性　 ▶支払限度の型：60日　
▶入院給付金日額：10,000円 ▶保険期間・保険料払込期間：10年

骨髄移植治療給付金

先進医療定額給付金

放射線治療給付金

通算1095日

無制限

無制限

骨髄ドナー給付金

疾病入院給付金

災害入院給付金

手術給付金

支払限度

主
契
約

ただし、放射
線治療給付金
は60日に1回
骨髄ドナー給付
金は1回のみ

先進医療を受けたとき

放射線治療を受けたとき

病気やケガで手術を
受けたとき

病気やケガで入院したとき

骨髄移植を受けたとき

骨髄移植のドナーになったとき

85
歳
ま
で
自
動
更
新

1日あたり

5日以内の入院
1回あたり

入院手術
1回あたり

外来手術
1回あたり

1回あたり

5万円

10万円

10,000円

50,000円

例えば現役世代の方がリタイアされるまでの期間やお子さまが社会人になられる
までの期間など、ライフプランに合わせて選択することが可能です。

5年 10年 15年 20年 
60歳満了 65歳満了 などからご選択いただけます。

保険期間は

1,060円
契約時保険料＊（30歳）

1,420円
更新時保険料＊（40歳）

保険期間・保険料払込期間
（10年）

外来手術

短期入院・手術

長期入院・先進医療

ポイント

ポイント

ポイント

外来で手術を受けられた場合の手術給付金
は入院給付金日額の5倍です。

4日以内の入院でも5日分の入院給付金を
お支払いします。

先進医療特約を付加した場合、主契約の先進
医療定額給付金とは別に先進医療の技術に
かかわる費用の額をお支払いします。

※先進医療の種類は随時見直されますので今後変更となる可能性も
あります。

入院や手術をされた場合の
給付金お受取例

ケース 1

ケース 2

ケース 3

お受取額

手術給付金

（5,000 円 ×5）

25,000円

25,000円

お受取額

疾病入院給付金

（5,000 円 ×5）

75,000円
25,000円

手術給付金

（5,000 円 ×10）
50,000円

お受取額

疾病入院給付金

（5,000 円 ×30日）

3,293,057円

150,000円

先進医療定額給付金

（5,000 円 ×10）
50,000円

特約 先進医療給付金

（技術料の実費）
3,093,057円

「ものもらい」と診断され、
手術（麦粒腫切開術）を
外来で受けました。

「虫垂炎」で継続して
4日間入院し、手術（虫垂切除術）
を受けました。

「子宮がん」と診断され、継続して
30日間入院し、先進医療（重粒子
線治療、技術料3,093,057円）
を受けました。

などのほか

Short

LONG

主契約 入院給付金日額
10,000円

ご契約例  

Ａコース

終身払保険料＊ 2,870円ご参考

▶保険期間・保険料払込期間：終身 ▶支払限度の型：60日型
▶主契約：入院給付金日額：5,000円 ▶特約：先進医療特約

ご契約例  

※詳細は、裏面「お取扱内容について」をご覧ください。

ご注意
●「先進医療特約」の保険期間・保険料払込期間は「5年」です。最長で85歳まで自動更新できます。
●更新後の特約保険料は更新日の被保険者の年齢、保険料率により計算します。 
　したがって、更新後の特約保険料は、更新前と異なります。

ご注意

●「先進医療特約」「特定在宅治療支援特約」の保険期間・保険料払込期間は「5年」です。
　最長で85歳まで自動更新できます。
●更新後の特約保険料は更新日の被保険者の年齢、保険料率により計算します。 
　したがって、更新後の特約保険料は、更新前と異なります。

10万円

＊上記保険料は、口座振替月払保険料となります。
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Q A&

退院後の再入院でも、継続した1回の入院とみなす場合があります。A.1

医療機関で交付される領収証等で、確認することができます。A.2

いったん退院され、同一の病気によって退院日
の翌日からその日を含めて180日以内に再度
入院された場合は、1回の入院とみなします。
180日以内に再度同一の病気で入院された場
合は、通算した入院日数から支払済みの給付金
支払日数を差し引いた日数分をお受け取りい
ただけます。（右図をご参照ください）。また、通
算した支払日数に1回の入院の支払限度日数が
適用されます。

●各サービスは、平成29年2月現在のものであり、予告なく変更・終了する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
●年金・税務相談は、当日10時より先着順で予約受付を行っています。ご予約状況によっては、お断りすることもありますので早めのお電話を
お願いします。
●このサービスは、フコクしんらい生命が提携する企業が提供するサービスです。
●ご利用いただける期間は、ご契約いただいたフコクしんらい生命の保険契約の保険期間が終了するまでとなります。
●ご利用にあたり実際に提供されるサービスについては、フコクしんらい生命は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
※ご家族の方は、同居のご親族と別居の未婚のお子さまとさせていただきます。

1回目の入院時に5日分の入院給付金をお受け取りいただけます。
2回目、3回目の入院時は1回目の入院と通算し、合計6日分（1日＋
2日+3日）の入院とみなしますので、3回目の入院時には支払済の
5日分を差し引いた1日分の入院給付金をお受け取りいただけます。

「手術」欄に診療報酬点数が記載されている場合、手術給付金のお支払対象と
なります。また、同じように「放射線治療」欄に診療報酬点数が記載されてい
る場合、放射線治療給付金のお支払対象となり、「入院料等」に記載されてい
る場合、入院給付金のお支払対象となります。

一部お支払いの対象とならない場合があります。詳細は「ご契約の
しおり・約款」により必ずご確認ください。

※領収証のイメージは実際のものとは異なることがあります。また、記載内容は
法令の改正等により変更される場合があります。

※外来での手術の場合「入院料等」に記載はありません。

入院がある場合は入院期間が記載されます。

Q.1 １回の入院とは何ですか？

Q.2 支払いを受けられる給付金の種類はどうすれば確認できますか？

ご契約者さま・被保険者さまおよびそのご家族限定で以下のサービスが
ご利用いただけます。

A.3

Q.3 契約後に受けられるサービスはありますか？

〈同一の病気による2回以上の入院を1回の入院とみなす例〉

入院1回目
5日分お支払い

入院2回目
お支払いなし

入院3回目
1日分お支払い

1日 2日 3日
180日以内

※1 不慮の事故から180日以内にお支払事由に該当した場合が対象
※2 支払対象となる手術は、公的医療保険制度における医科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です。ただし、次の①～⑥に該当する手術は、手術給付金を
お支払いできません。 ①創傷処理②皮膚切開術③デブリードマン④骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術⑤抜歯手術⑥鼻腔粘膜焼灼術（下甲介
粘膜焼灼術を含む。）

※3 支払対象となる放射線治療は、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為をいいます。
※4 支払対象となる先進医療は、公的医療保険制度にもとづく評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療による療養をいい、先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合
する病院または診療所において行われるものに限ります。ただし、療養を受けた時点において、公的医療保険制度の「療養の給付」の給付対象となっている療養は除きます。

※5 支払対象となる骨髄移植は組織の機能に障害がある者に対し組織の機能の回復または付与を目的として骨髄幹細胞を輸注することをいいます。また、末梢血幹細胞移植および臍帯
血幹細胞移植についても骨髄移植とみなし、お支払いの対象となります。ただし、異種移植および公的医療保険制度における医科診療報酬点数表（骨髄移植を受けた時点において、
厚生労働省告示にもとづき定められている医科診療報酬点数表をいいます。）に輸血料の算定対象として列挙されていない骨髄移植は除きます。

※6 組織の機能に障害がある者に対し骨髄幹細胞を移植することを目的としたものをいいます。ただし、自家移植の場合を除きます。また、責任開始期の属する日から起算して1年を経過した
後に行われた骨髄幹細胞の採取手術であることを要します。

※7 支払対象となる七大生活習慣病 ①がん（上皮内がん、皮膚がんを含む。）②糖尿病③心疾患④高血圧性疾患⑤脳血管疾患⑥腎疾患⑦肝疾患
※8 支払対象となる三大疾病 ①がん（上皮内がん、皮膚がんを含む。）②急性心筋梗塞③脳卒中
 •がん給付の責任開始日は、特約の責任開始期からその日を含めて90日を経過した日の翌日。
※9 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表により、つぎのいずれかの算定対象となる医師の指導管理をいいます。 ①在宅自己注射指導管理料②在宅自己腹膜灌流指導管理料

③在宅血液透析指導管理料④在宅酸素療法指導管理料⑤在宅悪性腫瘍患者指導管理料
 •「自己注射療法」とは、自己の管理において注射器を使用して薬剤を注射する治療法。
 •「人工透析療法」とは、自己の管理において血液透析法または腹膜灌流法により血液浄化を行う治療法。
 •「酸素療法」とは、自己の管理において酸素供給装置を使用して酸素を吸引する治療法。

先進医療
特約

特定在宅
治療支援
特約

先進医療給付金 先進医療の
技術にかかわる費用の額所定の先進医療による療養を受けた場合 （※4）

特定在宅治療支援給付金 特定在宅治療支援
給付金額

つぎのいずれかの治療について、病院または診療所以外の場所で行うため
に必要な所定の医師の指導管理を受けた場合 （※9）
①所定の自己注射療法
②所定の人工透析療法
③所定の酸素療法

給付金・一時金のお支払いについて

この保険で支払われる給付金・一時金は以下のとおりです。（特約の給付金・一時金については、付加された場合のみ、お支払いの対象となります。）給付
金・一時金をお支払いできない場合もあります。詳しくは、「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。

主契約の名称 お支払いする給付金 お支払事由 お支払額

解約返戻金
抑制型
医療保険

疾病により1日以上入院した場合疾病入院給付金

不慮の事故により1日以上入院した場合 （※1）災害入院給付金

放射線治療給付金

入院日数5日以内
：入院給付金日額×5
入院日数6日以上
：入院給付金日額×入院日数

入院中の手術
：入院給付金日額×10
入院中以外（外来）での手術
：入院給付金日額×5

疾病または不慮の事故により所定の手術を受けた場合 （※2）手術給付金

入院給付金日額×10

疾病または不慮の事故により所定の先進医療による療養を受けた場合 （※4）

疾病または不慮の事故により所定の放射線治療を受けた場合 （※3）

先進医療定額給付金 入院給付金日額×10

骨髄移植治療給付金 入院給付金日額×10

骨髄幹細胞を移植することを目的として、所定の骨髄幹細胞の採取手術を受
けた場合 （※6）

疾病または不慮の事故により所定の骨髄移植を受けた場合（※5）

骨髄ドナー給付金 入院給付金日額×10

【主契約の保障内容】

特約の名称 お支払いする給付金 お支払事由 お支払額

七大
生活習慣病
特約

三大疾病
入院一時金
特約

生活習慣病放射線治療給付金

入院日数5日以内
：入院給付金日額×5
入院日数6日以上
：入院給付金日額×入院日数

入院中の手術
：入院給付金日額×10
入院中以外（外来）での手術
：入院給付金日額×5

七大生活習慣病により所定の手術を受けた場合 （※7）生活習慣病手術給付金

七大生活習慣病により1日以上入院した場合 （※7）生活習慣病入院給付金

入院給付金日額×10七大生活習慣病により所定の放射線治療を受けた場合（※7）

生活習慣病骨髄移植治療給付金 入院給付金日額×10七大生活習慣病により所定の骨髄移植を受けた場合 （※7）

三大疾病入院一時金 三大疾病入院一時金額

つぎのいずれかの疾病を直接の原因とし、その治療を目的とした入院を開
始した場合 （※8）
①責任開始期からその日を含めて90日を経過した日の翌日以後に初めて診
断確定された「がん」

②責任開始期以後に発病した「急性心筋梗塞」
③責任開始期以後に発病した「脳卒中」

生活習慣病先進医療定額給付金 入院給付金日額×10七大生活習慣病により所定の先進医療による療養を受けた場合 （※7）

【特約の保障内容（付加できる主な特約）】

契約概要

＊年金相談と税務相談は、祝日・年末年始を除きます。

フコクしんらい生命のサービスのご案内

！
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