
平成１９年７月２３日

三井生命保険株式会社

　三井生命保険株式会社（社長  西村  博）は、平成１９年８月１日より、お客さまに分かりやすい商品体系を構
築するため、商品・特約を全面的に再編・改定し、契約年齢の満年齢化を実施いたします。

　「商品・特約の再編および改定」として、同種類の商品・特約の統廃合を行い、新規契約で取扱う特約数を削減

するとともに、より充実した保障内容とするべく改定を行います。

　また、「契約年齢の満年齢化」として、新規契約について契約年齢の計算方法をお客さまにとってなじみの薄い「保

険年齢方式」から日常的に使用されている「満年齢方式」に改めることで分かりやすさの向上を図ります。

　以上のとおり商品体系を一新し、お客さまにとって今まで以上に分かりやすく、ご安心いただける商品をご提案

するよう取り組んでまいります。

い

　※１．要介護１・２相当というのは目安であり、実際のお支払いは当社所定の基準によります。

　※２．主な保障に関する特約数で、年金払移行特約や条件付保険特約など一部の特約を含んでいません。

「商品の再編・改定」
・総合保障型商品「ザ・ベクトル」と「ＭＥＮＵ－Ｘ」を統合し、「ベクトルＸ」を発売します。
　次のような新たな特長により、お客さまによりご満足いただける商品性を目指しました。

　

・効率的にお子さまの教育資金をご準備いただける、愛児進学保険「スター誕生」を発売します。
・現行商品の給付内容や付加可能特約等を一部改定し、「定期保険－Ｍ」「三井の医良保険α」
　「未来ひろばα」「新・快適生活－Ｒ」「新・プラウド－Ｒ」を発売します。

「特約の再編・改定」
・ 同種の特約を統廃合し、新規契約で取扱う特約数を５６特約から３４特約（※２）に削減します。
・ 現行は商品ごとに異なる入院特約等の保障内容を統一するとともに、より魅力ある保障内容とするた
めに、各種新給付の追加ならびに保障範囲の拡大を行います。

「契約年齢の満年齢化」
現在は契約年齢計算に「保険年齢方式」を使用していますが、契約日が平成１９年８月２日以降の
契約から「満年齢方式」を使用するよう改定します。
（契約日が平成１９年８月１日以前の契約の更新時等の計算は「保険年齢方式」を用います。）

　～より分かりやすい商品体系に～

商商品品・・特特約約のの再再編編おおよよびび改改定定、、満満年年齢齢化化のの実実施施

【ベクトルＸの主な特長】
◎ 多様な保障ニーズに対応する「ベクトルＸ」「ベクトルＸ メディカル」２商品ラインナップ

◎ 主契約は、引出し手数料の改定や最低保険料の引下げなどの改良を加えた「新積立保険」

◎ 新特約「護臓ろっぷ特約」で１１の特定臓器に関する切除・移植手術を手厚く保障

◎ ３大疾病・介護・障害状態をカバーする「ワイドディフェンス（生活保障）特約」発売

ワイドディフェンス生活保障特約には「当社初の終身年金タイプ」も導入

◎ 介護関連の特約は「公的介護保険の要介護１以上相当または２以上相当」（※１）からカバーする内容に

統一するなど、保障分野毎に現行特約のうち最も保障範囲が広い特約の保障内容に統一

◎ 入院特約はもちろん、３大疾病・介護・障害の各生前給付特約も、医療関連保障は一生涯保障の「終身

型」を選択可能

◎ 必要な保障だけを選んでご加入いただける「商品設計の自在性」と、ご加入後もライフサイクルに合わせ

て保障内容を変更できる「保障見直し制度」

◎ 死亡保障だけでなく入院保障も含めた高額契約について保険料を割引く「新高額割引制度」
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１．商品の再編・改定

（１）総合保障型商品　「３年ごと利差配当付利率変動型新積立保険 ベクトルＸ」　発売

　ご家族のために“死亡保障”をしっかり準備しておく必要があるお客さまには「ベクトルＸ」、医療保障など

の“生きるための保障”を最重視するお客さまには「ベクトルＸ　メディカル」をそれぞれご用意しました。

　※「ベクトルＸ メディカル」は、死亡保障のない生前給付特約を付加したベクトルＸの愛称です。

①「ベクトルＸ」の仕組み

 ＜ 主 契 約 ＞         新積立保険（定期的な積立、余裕資金の積立等の積立・引出機能、保険料調整機能）

 ＜死亡・高度障害保障＞

　長期間にわたり変わらぬ保険料で安心してお続けいただける２つの新たな死亡保障特約。

　・万一の場合に特約満期まで最長４０年の遺族年金をお支払いする「生活保障特約２００７（生活保障タイプ）」

　・低解約返戻金型とすることで現行特約よりも割安になった「終身保険特約２００７」

　　＜生前給付保障＞

　ベクトルＸ用には「死亡保障を含む生前給付特約（名称にＡのつく特約）」、ベクトルＸ メディカル用には

　「死亡保障を含まない生前給付特約（名称にＢのつく特約）」を取り揃え、多様なご要望にお応えします。

　・当社所定の「３大疾病、特定要介護状態、障害状態」をカバーするワイドディフェンス（生活保障）特約

　・ナイスリー、介護保障、障害サポート、ワイドディフェンスの各特約に「終身型」を導入

　・当社初の「終身年金タイプの生前給付保障」をワイドディフェンス生活保障特約Ｂに導入

生活保障特約2007（生活保障タイプ）

生活保障特約2007（10年確定タイプ）
－

定期保険特約2007 定期保険特約2007

終身保険特約2007 終身保険特約2007

ナイスリー特約Ａ
死亡、所定の高度障害状態、所定の３大疾病（ガン・脳卒
中・急性心筋梗塞）のときの保障

ナイスリー特約Ｂ
所定の３大疾病（ガン・脳卒中・急性心筋梗塞）のときの保
障

介護保障特約Ａ
死亡、所定の高度障害状態、所定の軽度要介護状態・特定要
介護状態（いずれも１８０日継続）のときの保障　（※）

介護保障特約Ｂ
所定の軽度要介護状態・特定要介護状態（いずれも１８０日
継続）のときの保障　（※）

障害サポート特約Ａ
死亡、所定の高度障害状態、病気や不慮の事故による所定の
障害状態のときの保障

障害サポート特約Ｂ
所定の高度障害状態、病気や不慮の事故による所定の障害状
態のときの保障

ワイドディフェンス特約Ａ
死亡、所定の高度障害状態、所定の３大疾病、所定の特定要
介護状態（１８０日継続）、病気や不慮の事故による所定の
障害状態のときの保障　（※）

ワイドディフェンス特約Ｂ
所定の高度障害状態、所定の３大疾病、所定の特定要介護状
態（１８０日継続）、病気や不慮の事故による所定の障害状
態のときの保障 　（※）

ワイドディフェンス生活保障特約Ａ（10年確定タイプ）

ワイドディフェンス生活保障特約Ａ（生活保障タイプ）

死亡、所定の高度障害状態、所定の３大疾病、所定の特定要
介護状態（１８０日継続）、病気や不慮の事故による所定の
障害状態のときの保障　（※）

ワイドディフェンス生活保障特約B（10年確定タイプ）
ワイドディフェンス生活保障特約B（終身年金タイプ）

所定の高度障害状態、所定の３大疾病、所定の特定要介護状
態（１８０日継続）、病気や不慮の事故による所定の障害状
態のときの保障　（※）

ベクトルＸ　メディカルベクトルＸ

※軽度要介護状態とは平成１９年７月現在の公的介護保険の要介護１以上相当、特定要介護状態とは同じく要介護２
　以上相当を指しますが、実際のお支払いは当社所定の基準によります。
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＜災害関係保障・入院関係保障・家族保障など＞

　　　災害関係保障・入院関係保障等は、「ベクトルＸ」「ベクトルＸ メディカル」共通です。

　　　・ケガや病気による入院を保障し、給付金のお支払いがない場合5年ごとに無事故給付金をお支払いする

　　　　「総合入院特約2007」発売

　　　・所定の11の特定臓器の切除・移植手術を保障する「護臓ろっぷ特約」発売
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ベクトルＸ　　　ベクトルＸ メディカル　　　共通

総合入院特約2007　　　　　　　（または 災害入院特約2007・疾病入院特約2007）
　ケガ、病気による入院・手術のときの保障

生活習慣病入院特約2007
　所定の生活習慣病による入院・手術のときの保障

ガン入院特約2007
　ガンによる入院・手術のときの保障　（男性のみ）

女性疾病入院特約2007
　ガンや所定の女性特有の疾病による入院・手術のときの保障（女性のみ）

ストレス性疾病入院特約2007
　所定のストレス性疾病による入院のときの保障

通院給付特約2007
　１日以上入院し、退院した後の通院のときの保障

入院時生活費サポート特約2007
　１５日以上の入院のときの保障

護臓ろっぷ特約
　所定の特定臓器に対する所定の手術を受けたときの保障

新高額割引制度
　ご加入された保障内容（保険金額・入院日額等）によって所定の範囲で保険料が
　割引となります。
　※ただし、ご契約内容を変更した場合には、割引額が変更されることがあります。

保障見直し制度
　ライフサイクルの変化・ニーズに応じて、新たな保障を追加するなどの保障内容
　の変更が可能です。

ファミリー保障特約2007（配偶者型・配偶者子型・子型）
ファミリー通院給付特約2007（配偶者型・配偶者子型・子型）
女性疾病入院特約2007（配偶者型）

楽々名人
　所定の３大疾病、所定の特定要介護状態（１８０日継続）、病気による所定の障害状態のとき、

　以後の保険料払込を免除

災
害
関
係
保
障

災害割増特約2007
　不慮の事故による死亡または所定の高度障害状態のときの保障

傷害特約2007
　不慮の事故による死亡または所定の障害状態のときの保障

特定損傷特約2007
　不慮の事故による骨折、関節脱臼、腱の断裂、靭帯の断裂のときの保障

NEW

NEW

　②主な取扱
・加入年齢範囲　：　15歳～70歳

・主契約の保険料払込期間、保険期間　：　終身払、終身

・最低保険金額　：　1,000万円　（死亡保障のないタイプの生前給付特約の特約保険金額を含みます。）

③その他

　　「ベクトルＸ」発売に伴い、「ザ・ベクトル」、「ＭＥＮＵ－Ｘ」の販売を停止します。
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④保険料例

＜死亡保障を重視するお客さまに　…　「ベクトルＸ」＞

＜保険料（口座振替月払・男性・主契約保険料　1,000円）＞

　　

30歳加入 40歳加入

加入時 21,970円 27,875円

10年後 同上 同上 　　　　　 　

30歳加入 40歳加入

加入時 13,333円 16,422円

10年後 16,266円 23,347円

＜医療保障を重視するお客さまに　…　「ベクトルＸ メディカル」＞

＜保険料（口座振替月払・女性・主契約保険料1,000円）＞

　　

30歳加入 40歳加入

加入時 19,281円 24,800円

10年後 19,437円 25,092円
　　　　

30歳加入 40歳加入

加入時 16,119円 19,858円

10年後 17,068円 22,268円

全て90日型

総合入院特約2007 日額10,000 円

生活習慣病入院特約2007 日額5,000 円

ガン入院特約2007 日額5,000 円

通院給付特約2007 日額3,000 円

新積立保険

特定損傷特約2007 5万円

生活保障特約（生活保障タイプ）

生活保障年金 60万円

特約満期年齢60 歳まで生活保障年金をお支払い

ワイドディフェンス特約Ａ 300万円

護臓ろっぷ特約 50万円

生活保障特約2007（生活保障タイプ）

年金額　120万円
特約満期年齢60 歳まで生活保障年金をお支払い。

楽々名人

一生涯

保障

護臓ろっぷ特約 50万円

全て90日型

総合入院特約2007 日額10,000 円

生活習慣病入院特約2007 日額5,000 円

女性疾病入院特約2007 日額5,000 円

通院給付特約2007 日額3,000 円

楽々名人

新積立保険

特定損傷特約2007 5万円

一生涯

保障

10年満期70歳更新限度

護臓ろっぷ特約、入院関係特

約を 10 年満期 80 歳更新限

度に変更したプラン。

定期保険特約2007 200万円

ワイドディフェンス生活保障特約Ｂ（終身年金タイプ）

年金額　60万円
一生涯、障害生活保障年金をお支払い。

70歳満期

10年満期65歳更新限度

ワイドディフェンス特約Ａ・

護臓ろっぷ特約・入院関係特

約を 10 年満期 80 歳更新限

度に変更したプラン。

60歳満期

10年満期65歳更新限度
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（２）無配当低解約返戻金型愛児進学保険「スター誕生」　の発売

当社では現在、学資積立を目的とする保険としては「はいはいらんど－Ｒ」を販売していますが、より効率

的にお子さまの進学・教育・独立資金をご準備いただくことができて、お子さまの医療保障もより充実させ

た新商品「スター誕生」を発売します。

①主な特長

・保険料短期払を選択することができます。

例えば12歳払済なら、お子さまが12歳になるまでに保険料のお払込が完了し、徐々に教育費の負担が

大きくなる中学～大学の間にはお祝金を受取るのみとすることが可能です。

また、保険料の払込が早く終了する分、全期払に比べて払込保険料総額が少なくなります。

・10歳までの低解約返戻金期間があります。

ご契約当初から 10 歳までの解約返戻金を、解約返戻金を抑制しない場合の 70％とすることによって、

その分保険料が割安となっており、より効率よくお子さまの教育資金をご準備いただけます。

・お子さまの医療保障が充実しています。

特約を付加することにより、お子さまの入院を日帰り入院から保障します。また、「こども特定損傷特約

2007」によってお子さまの骨折や靭帯の断裂などのケガにそなえることもできます。

・ご契約者さまが万一の場合、その後の保険料の払込が免除されます。

ご契約者さまが死亡・所定の高度障害状態・不慮の事故による所定の障害状態のときは、その後の保険料

の払込みは免除されます。その場合も保障は継続し、お祝金が給付されます。

②「スター誕生」の仕組み図

＜18歳満期　契約例＞
満期祝金基本保険金額の

100％

12歳時 18歳時15歳時

こども災害入院特約2007

こども疾病入院特約2007

こども通院給付特約2007

こども傷害特約2007

こども特定損傷特約2007

低解約返戻金期間

　死亡給付金イメージ
（主契約既払込保険料相当）

10歳時

解約返戻金推移イメージ（全期払）

基本保険金額の

10％基本保険金額の

10％

お祝金

お祝金

満期祝金
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③給付内容

　　

支払時期 支払金額

18歳満期の場合 22歳満期の場合

お祝金 12歳時 基本保険金額×10％ 基本保険金額×10％

15歳時 基本保険金額×10％ 基本保険金額×10％

18歳時 基本保険金額×100％ 基本保険金額×30％

22歳時 － 基本保険金額×100％

死亡給付金 被保険者が死亡した場合 主契約既払込保険料相当額

④主な取扱

・加入年齢範囲

０歳～２歳
　※所定の条件により、出産予定日前 140 日以内から、出生前の加入を取扱います。

・保険期間、保険料払込期間

１８歳満期：１２歳払済、１５歳払済、全期払

２２歳満期：１２歳払済、１５歳払済、１８歳払済、全期払

⑤保険料・お祝金合計例

契約者：男性30歳、被保険者：0歳、口座振替月払

基本保険金額：200万円

＜18歳満期＞

　

払込期間 保険料 累計保険料（Ａ）お祝金合計（Ｂ） Ｂ／Ａ
12歳払済 15,038円 2,165,472円 2,400,000円 110.8%

15歳払済 12,474円 2,245,320円 2,400,000円 106.9%

全期払 10,762円 2,324,592円 2,400,000円 103.2%

＜22歳満期＞

　

払込期間 保険料 累計保険料（Ａ）お祝金合計（Ｂ） Ｂ／Ａ
12歳払済 18,032円 2,596,608円 3,000,000円 115.5%

15歳払済 14,964円 2,693,520円 3,000,000円 111.4%

18歳払済 12,916円 2,789,856円 3,000,000円 107.5%

全期払 11,032円 2,912,448円 3,000,000円 103.0%

（３）「定期保険－Ｍ」の発売

「三井の定期保険－Ｒ」を改定して無配当とし、個人契約の取扱範囲を拡大します。

（４）「三井の医良保険α」「未来ひろばα」の発売

「三井の医良保険」「未来ひろば」の主契約給付内容、付加可能特約等を改定します。

（５）「新・快適生活－Ｒ」「新・プラウド－Ｒ」の発売

「快適生活－Ｒ」「プラウド－Ｒ」の付加可能特約等を改定します。
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２．特約の再編・改定

（１）特約の再編
複数ある同種類の特約の統廃合を行い、新規契約で取扱う主な保障に関する特約数を56特約から34特約（※）

に削減します。

現行特約 新特約

定期保険特約 → 定期保険特約2007
生活保障特約 → 生活保障特約2007
終身保険特約 → 終身保険特約2007

生存給付金付定期保険特約 → 生存給付金付定期保険特約
ナイスリー特約（終身タイプ） ナイスリー特約A
ナイスリー特約（定期タイプ） → ナイスリー特約B

新ナイスリー特約
セイバー特約（終身タイプ） 障害サポート特約A
セイバー特約（定期タイプ） → 障害サポート特約B
就労不能生活保障特約

介護保障特約（終身タイプ） 介護保障特約A
介護保障特約（定期タイプ） → 介護保障特約B

新介護保障特約
ウェルガード特約（終身タイプ） ワイドディフェンス特約Ａ
ウェルガード特約（定期タイプ） → ワイドディフェンス特約B

ワイドディフェンス特約Ｃ
ウェルガード生活保障特約 → ワイドディフェンス生活保障特約Ａ

ワイドディフェンス生活保障特約Ｂ
楽々名人 → 楽々名人

護臓ろっぷ特約
災害入院特約 総合入院特約2007

災害入院特約（終身型） → 災害入院特約2007
疾病入院特約 疾病入院特約2007

疾病入院特約（終身型）
成人病入院特約 → 生活習慣病入院特約2007

成人病入院特約（終身型）
生活習慣病入院特約Ｍ
新ガン入院特約 → ガン入院特約2007

新ガン入院特約（終身型）
新女性疾病入院特約 → 女性疾病入院特約2007

新女性疾病入院特約（終身型）
新女性疾病入院特約Ｍ

ストレス性疾病入院特約Ｍ → ストレス性疾病入院特約2007
通院給付特約 → 通院給付特約2007

通院給付特約（終身型）
通院給付特約Ｍ

入院時生活費サポート特約 → 入院時生活費サポート特約2007
災害割増特約 → 災害割増特約2007
傷害特約 → 傷害特約2007

特定損傷特約 → 特定損傷特約2007
リビング・ニーズ特約 → リビング・ニーズ特約

ファミリー保障特約（妻型・妻子型・子型） →
ファミリー保障特約2007

（配偶者型・配偶者子型・子型）
ファミリー通院給付特約 → ファミリー通院給付特約2007

新女性疾病入院特約（妻型） → 女性疾病入院特約2007（配偶者型）

リビング・ニーズ特約（ファミリー保障特約用） →
リビング・ニーズ特約

（ファミリー保障特約2007用）

介護生活保障特約 →
入院初期費用給付特約 →

入院初期費用給付特約（終身型） →
短期入院特約 →

短期入院特約（終身型） →
成人病短期入院特約 →

成人病短期入院特約（終身型） →
女性疾病短期入院特約 →

女性疾病短期入院特約（終身型） →
ガン短期入院特約 →

ガン短期入院特約（終身型） →
ファミリー入院初期費用給付特約 →

ファミリー短期入院特約 →
女性疾病短期入院特約（妻型） →

新契約取扱停止
(各短期入院特約は各入院特約へ組込とした）

　　　　　　　　　　　※特約数には、年金払移行特約や条件付保険特約などの一部の特約を含んでいません。
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（２）特約の改定

給付内容の統一にあわせ、さらに充実した保障とするための改定も行っています。

・1入院の支払日数限度を90日型・180日型から選

択制とし、通算入院日数限度は1095日とします。

　　（ガン入院特約２００７は1入院・通算入院日数限度とも無制限です）

・1日～4日の入院の場合、一律入院日額×4をお支払

します。

総合入院特約2007

疾病入院特約2007

災害入院特約2007

生活習慣病入院特約2007

ガン入院特約2007

女性疾病入院特約2007

ストレス性疾病入院特約2007

入院特約の

給付内容統一

・ガンによる入院のときは、1入院・通算入院日数限度

とも無制限とします。

総合入院特約2007

疾病入院特約2007

生活習慣病入院特約2007

ガン入院特約2007

女性疾病入院特約2007

・入院時手術給付金
入院中に、現行では手術給付金のお支払対象外の、健康保

険制度において「手術料」が算定される手術をしたときに、

入院日額×5をお支払します。

総合入院特約2007

疾病入院特約2007

・入院診断給付金
1入院に1回、診断書代相当として、入院日額×1をお支

払します。

総合入院特約2007

疾病入院特約2007

災害入院特約2007

・ガン入院一時給付金
ガン（上皮内ガン含む）治療のために入院したときに入院

日額×20をお支払します。

ガン入院特約2007

女性疾病入院特約2007

入院特約の

新給付追加

・形成治療給付金
乳房再建術のときに入院日額×80、瘢痕植皮術、瘢痕形成

術、外反母趾手術のときに入院日額×20をお支払します。

女性疾病入院特約2007

・死亡保障あり型（○○特約Ａ・Ｃ）、なし型（○○特

約Ｂ）を一対でラインナップします。

ワイドディフェンス特約Ａ・Ｂ・Ｃ

ワイドディフェンス

　　　生活保障特約Ａ・Ｂ

ナイスリー特約Ａ・Ｂ

障害サポート特約Ａ・Ｂ

介護保障特約Ａ・Ｂ

生前給付特約の

拡充

・有期型・終身型から選択できます。
（ワイドディフェンス特約Ｂ、ワイドディフェンス生活保障

特約Ａ・Ｂは有期型のみ、ワイドディフェンス特約Ｃは終

身型のみとなります。）

ワイドディフェンス特約Ａ

ナイスリー特約Ａ・Ｂ

障害サポート特約Ａ・Ｂ

介護保障特約Ａ・Ｂ

・所定の軽度要介護状態が180日継続したときに軽度

介護給付金（特約保険金の10％）、所定の特定要介

護状態が180日継続したとき特定介護保険金（特約

保険金額の100％）をお支払します。

※軽度介護給付金のお支払がない場合で、特定要介護状態に

該当したときは、特約保険金額の110％をお支払します。

介護保障特約Ａ・Ｂ

・所定の特定要介護状態が180日継続したときに特約

保険金額の100％（ワイドディフェンス生活保障特

約の場合は生活保障年金額）をお支払します。

ワイドディフェンス特約Ａ・Ｂ・Ｃ

ワイドディフェンス

　　　生活保障特約Ａ・Ｂ

介護要件の統一

※軽度要介護状態

目安として公的介

護保険制度の要介

護1以上に相当

※特定要介護状態

目安として公的介

護保険制度の要介

護2以上に相当

・要介護状態による保険料払込免除の条件を、所定の特

定要介護状態が180日継続したときに拡大します。

楽々名人

※上表では、こども・家族関係特約の記載は省略しています。
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（３）特定臓器治療特約 2007「護臓ろっぷ特約」の発売

被保険者さま自身のケガや疾病の治療のために下記の臓器の切除・移植手術を受けたとき、特定臓器治療給付

金を支払う、「ベクトルＸ」専用の新特約です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※東洋医学の「五臓六腑」とは対象臓器が異なります。

①主な特長

・治療目的であれば、海外の病院・診療所での臓器切除・移植手術も保障します。

・健康保険の対象外の先進医療による臓器切除・移植手術も給付対象になります。

・給付対象となる手術のたびに何度でもお支払します。

②主な取扱

・付加可能額

50万円～200万円（10万円単位）

　※取扱には所定の条件があります。

③保険料例

　　給付金額100万円　口座振替月払　男女共通

　　

20歳 30歳 40歳 50歳 60歳 70歳

有期型
１０年満期

320円 420円 540円 710円 1,170円 1,820円

終身型 490円 640円 820円 1,060円 1,450円 1,880円

３．契約年齢の満年齢化

現在は契約年齢計算に「保険年齢方式」（年齢の 6 ヶ月以下の端数は切り捨て、6 ヶ月超の端数は切り上げる）

を使用していますが、契約日が平成19年 8月 2日以降の契約から、「満年齢方式」（年齢の1年未満の端数は

切り捨てる）を使用するよう、改定します。

（既契約の更新時等の計算は保険年齢方式を用います。）

○新契約（契約日が平成19年 8月 2日以降の新契約）→満年齢方式を使用

○既契約（契約日が平成19年 8月 1日以前の既契約）→保険年齢方式を使用

※一部例外があります。

以上

心臓、肺、脾臓、肝臓、腎臓・副腎、小腸（回腸（虫垂を除く）・空腸に限る）、大腸（結腸・直腸に限

る）、胃、胆嚢、膀胱、膵臓

対象臓器（※）


