
 

 

【特長 1】日本で未承認の抗がん剤も保障（原則として欧米で承認済みのものに限る）       

「終身ガン治療保険プレミアム」と「3大疾病保険プレミアム」の「抗がん剤・ホルモン剤治療給付

金」で保障対象外となっていた「日本で未承認の抗がん剤」のうち、「欧米で承認された所定の抗がん

剤またはホルモン剤」について保障する「自由診療抗がん剤・自由診療ホルモン剤治療給付金」を新

たに創設。これにより欧米で承認後に日本で承認されるまでの期間（公的保障の対象外）についても

保障を得ることが出来るようになります。新たな保障で、お客様のガン治療における選択肢を広げ、

お客様が希望される当該治療を受けた場合の経済上の負担を軽減します。 

 

【抗がん剤が日本で承認されるまでの一般的なプロセス】 

 

 

 

【特長 2】高額になりがちな自由診療は手厚く保障      

自由診療扱いの抗がん剤やホルモン剤で治療を受けられた場合、検査費用、入院にかかる費用等が

原則として全額自己負担となるため、一般的に 3割（公的保障等の被保険者の場合）負担の公的医療

と比べた場合にお客様の経済的な負担は大きくなります。 

新たな保障である「自由診療抗がん剤・自由診療ホルモン剤治療給付金」では、治療費全体が全額

自己負担となる「欧米で承認された所定の抗がん剤またはホルモン剤」の治療を受けられた際、基準

給付月額の 2倍をお支払いすることで、お客様の経済的な心配を軽減し、治療に専念できる環境をご

提供いたします。 
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【特長 3】新たに個室などの差額ベッド代も保障（オプション）      

一般的に抗がん剤などのガン治療においては、身体への負担が大きいことなどから、個室を希望さ

れる方が多いのが現状です。個室や 2～4人の少人数部屋を希望された場合に必要となる差額ベッド代

は、原則自己負担となります。しかしながら、約 72.7％(※1)の方が差額ベッド代を自己負担しても「個

室や少人数部屋」を希望されており、入院日数が長くなると大きな負担となってきます。 

当社では最良の環境で費用を気にすることなく治療に専念いただくために、今回「ガン長期入院時

差額ベッド保障特約」を新設し、ガンにより 8日以上入院して差額ベッド代を負担した場合に、8日目

以降の入院について日額 1万円の「ガン長期入院時差額ベッド給付金」をお支払いいたします。 

 

【差額ベッド代を負担しても個室や少人数部屋を希望するか】 

 
(※1) セールス手帖社保険 FPS研究所 平成 26年「サラリーマン世帯生活意識調査」 

 

【特長 4】働き盛り世代にお求めやすい保険料を実現             

働き盛り世代の方々にとって必要な保障を、お求めやすい保険料で実現いたします。 

終身ガン治療保険プレミアム DX 主契約のみ 

放射線治療給付月額 20万円、抗がん剤・ホルモン剤治療給付月額 20万円、自由診療抗がん剤・自由診療ホルモ

ン剤治療給付月額 40万円の場合（月払保険料、終身払） 

契約年齢 男性 女性 

満 30歳 1,580円 (1,360円※) 

満 40歳 2,120円 1,640円 

満 50歳 3,120円 1,800円 

※自由設計プランで特約などを付加し、月払保険料 1,500円以上、年払保険料 15,000 円以上の場合にお申込みいただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

【商品概要】 

1. 商品名：「終身ガン治療保険プレミアム DX」「3大疾病保険プレミアム DX」 

  正式名称：無解約払戻金型終身ガン治療保険（抗がん剤等保障）（Z02） 

  

 

2. 取扱内容： 

契約年齢 満 6歳～満 80歳 

保険期間 終身 

保険料払込期間 55歳/60歳/65歳/70歳/75歳/80歳/10年/終身 

保険料払込方法 
(お支払回数)月払、年払 

(お支払方法）口座振替、クレジットカード支払 

 

 

3. 保障内容： 

【主契約】 

名称 保障内容 

放射線治療給付金※ 

ガンの治療を目的として所定の放射線治療を

受けられたとき 

 
月額 

10万円～30万円 

（5万円単位） 
抗がん剤・ホルモン剤治療給付金※ 

ガンの治療を目的として公的医療保険制度の

給付対象となる所定の抗がん剤またはホルモ

ン剤が処方・投与される入院または通院をさ

れたとき 

 

自由診療抗がん剤・自由診療ホルモン剤

治療給付金※ 

（NEW） 

ガンの治療を目的として欧米で承認された所

定の抗がん剤またはホルモン剤のうち、抗が

ん剤･ホルモン剤治療給付金の支払われない

抗がん剤またはホルモン剤が処方･投与され

る入院または通院をされたとき 

＜保険期間を通じて、通算 12ヶ月限度＞ 

 

上記月額の 2倍 

 

月額 

20万円～60万円 

（10万円単位） 

※主契約のすべての給付金を通算して2,000万円限度 

 

【特約】 

名称 保障内容 

ガン診断特約（Z02） 

（ガン診断給付金） 

【1回目】 

初めてガンと診断確定されたとき 

【2回目以降】 

前回のガン診断給付金のお支払い事由に該当

した日からその日を含めて 2 年を経過した日

の翌日以降にガンの治療を直接の目的として

入院されたとき 

＜お支払回数無制限＞ 

 

50万円～100万円 

（10万円単位） 
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名称 保障内容 

ガン通院特約（Z02） 

（ガン通院給付金） 

ガンの治療を直接の目的として入院し、かつ

入院日の前日から遡及して 60日以内、または

退院日の翌日以後 365 日以内にガンの治療を

目的として通院をされたとき 

＜退院後通院期間あたり 120日限度＞ 

日額 

5,000円～3万円 

（1,000円単位） 

 

ガン入院特約（Z02） 

（ガン入院給付金） 

ガンの治療を直接の目的として入院されたと

き 

＜お支払日数無制限＞ 

日額 

5,000円～3万円 

（1,000円単位） 

ガン手術特約（Z02） 

（ガン手術給付金） 

ガンの治療を直接の目的として所定の手術を

受けられたとき 

＜お支払回数無制限※＞ 

※医科診療報酬点数表において、一連の治療過程

で複数回実施されても手術料が 1 回のみ算定さ

れることとなる手術については 1回のみ 

 

一回につき 

10万円～60万円 

（5万円単位） 

ガン先進医療特約（Z04） 

（ガン先進医療給付金/ 

ガン先進医療支援給付金） 

【ガン先進医療給付金】 

ガンの治療を目的として、所定の先進医療に

よる療養を受けられたとき 

＜保険期間を通じて、通算 2,000万円限度＞ 

 

所定の先進医療に 

かかる技術料と同額 

【ガン先進医療支援給付金】 

ガン先進医療給付金の支払われる療養を受け

られたとき 

＜同一の先進医療につき 1回のみお支払＞ 

 

15万円 

ガン緩和療養特約（Z02） 

（ガン緩和療養給付金） 

ガンを直接の原因として入院または通院※1

をされ、公的医療保険制度の給付対象となる

所定のガン性疼痛緩和の治療※2 を受けられ

たとき 

※1 疼痛緩和薬にかかる薬剤料または処方せん料

が算定される入院または通院 

※2 緩和ケア病棟入院料、緩和ケア診療加算または

有床診療所緩和ケア診療加算が算定される入院 

＜保険期間を通じて、通算 12ヶ月限度＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

月額 

10万円～60万円 

（5万円単位） 



名称 保障内容 

ガン診断後ストレス疾病特約（Z02） 

（ガン診断後ストレス性疾病給付金） 

ガンと診断確定された後、5 年以内に所定の

ストレス性疾病を発病したと診断されたとき 

※ストレス性疾病：統合失調症、統合失調症

型障害および妄想性障害／気分[感情]障害

／神経症性障害／更年期障害／摂食障害／

ストレス関連障害および身体表現性障害／

非器質性睡眠障害／胃潰瘍／十二指腸潰瘍

／潰瘍性大腸炎／過敏性腸症候群 

＜保険期間を通じて、1回のみお支払＞ 

5万円/10万円/ 

20万円(NEW) 

ガン長期入院時差額ベッド保障特約 

（ガン長期入院時差額ベッド給付金） 

(NEW) 

8日以上入院し、その入院期間中に 

差額ベッド代の負担が発生したとき 

 

入院 1回につき、 

（日額 1万円）× 

（入院日数-7日） 

悪性新生物保険料払込免除特約（Z02） 

（悪性新生物保険料払込免除） 

ガン（悪性新生物）と診断確定されたら、以

後の保険料の払込みを免除 
付加/付加しない 

終身保険特約（Z02）※ 

（特約死亡保険金） 
死亡されたとき 

100万円～1,000万円 

(100万円単位) 

終身保険特約（Z02）※ 

（特約高度障害保険金） 
所定の高度障害状態になられたとき 

上記と同額 

100万円～1,000万円 

(100万円単位) 

※2018年4月2日以降は終身医療保険プレミアムDX、終身医療保険プレミアムDX Ladyにも本特約が付加

できるようになります（終身保険特約は2018年4月1日で販売停止となります）。 

 

注）主契約および特約の保険金額・給付金額は、募集チャネルによって異なる場合があります。 

 



４．「3大疾病保険プレミアムDX」 

 「終身ガン治療保険プレミアムDX」に「3大疾病特約(Z02)」を付加することで、一部の特約の保障

範囲をガンから3大疾病（ガン、急性心筋梗塞、脳卒中）に拡大することができます。なおこの商品を

「3大疾病保険プレミアムDX」として販売いたします。 

 

 
保障名称/特約名称 

保障対象が 3大疾病

に拡大する保障 

3大疾病特約(Z02)付加後の 

給付金名称 

主
契
約 

放射線治療給付金 － － 

抗がん剤・ホルモン剤 

治療給付金 
－ － 

自由診療抗がん剤・自由診療ホルモン剤 

治療給付金 
－ － 

特
約 

ガン診断特約（Z02） ○ 
3大疾病診断給付金 

※2 

ガン通院特約（Z02） ○ 3大疾病通院給付金 

ガン入院特約（Z02） ○ 3大疾病入院給付金 

ガン手術特約（Z02） ○ 3大疾病手術給付金 

ガン先進医療特約（Z04） ○ 
3大疾病先進医療給付金/ 

3大疾病先進医療支援給付金 

ガン緩和療養特約（Z02） ○ (NEW) 3大疾病緩和療養給付金 

ガン長期入院時差額ベッド保障特約 

(NEW) 
○ (NEW) 

3大疾病 

長期入院時差額ベッド給付金 

ガン診断後ストレス性疾病特約（Z02） ○ (NEW) 
3大疾病 

診断後ストレス性疾病給付金※2 

悪性新生物保険料払込免除特約（Z02） 

※1 
○ 

3大疾病保険料払込免除 

※1 ※2 

終身保険特約（Z02） － － 

※1 上皮内新生物は保険料払込免除の対象となりません。 

※2 急性心筋梗塞、脳卒中は入院が要件となります。 

 

 

 



5.月払保険料例（保険期間・保険料払込期間 終身の場合）： 

■終身ガン治療保険プレミアム DX 主契約のみ 

放射線治療給付月額 20万円、抗がん剤・ホルモン剤治療給付月額 20万円、自由診療抗がん剤・自由診療ホルモ

ン剤治療給付月額 40万円の場合（月払保険料、終身払） 

 

契約年齢 男性 女性 

満 30歳 1,580円 (1,360円※) 

満 40歳 2,120円 1,640円 

満 50歳 3,120円 1,800円 

※自由設計プランで特約などを付加し、月払保険料 1,500円以上、年払保険料 15,000円以上の場合にお申込みい

ただけます。 

 

（ご参考） 

■ガン長期入院時差額ベッド保障特約 

日額 1万円の場合（8日目以降） 

契約年齢 男性 女性 

満 30歳 730円 590円 

満 40歳 990円 740円 

満 50歳 1,430円 980円 

 

■3大疾病保険プレミアム DX 主契約のみ 

放射線治療給付月額 20万円、抗がん剤・ホルモン剤治療給付月額 20万円、自由診療抗がん剤・自由診療ホルモ

ン剤治療給付月額 40万円の場合（月払保険料、終身払） 

契約年齢 男性 女性 

満 30歳 1,580円 (1,360円※) 

満 40歳 2,120円 1,640円 

満 50歳 3,120円 1,800円 

※自由設計プランで特約などを付加し、月払保険料 1,500円以上、年払保険料 15,000円以上の場合にお申込みい

ただけます。 

 

（ご参考） 

■ガン長期入院時差額ベッド保障特約（3大疾病特約(Z02)付加） 

日額 1万円の場合（8日目以降） 

契約年齢 男性 女性 

満 30歳 1,290円 1,610円 

満 40歳 1,850円 2,280円 

満 50歳 2,820円 3,470円 

 

 

 

以上 


