補償内容（保険金額）と保険料

白衣を着ながら激務をこなす、
それが医師。
自らの健康に対する備えはどうでしょう。

＜保険期間1年

団体割引15％適用 精神障害補償特約セット 手術保険金倍率変更特約および重大手術保険金倍率変更特約セット＞

補償内容
（病気・ケガ）
入院保険金
通院保険金（注）
手術保険金
入院一時金
退院一時金

A型

B型

1日につき10,000円

1日につき10,000円

1日につき5,000円
なし
なし
入院保険金日額の40倍
（重大手術）
・20倍
（入院時）
・5倍
（外来時）
30万円
30万円
10万円
5万円

1日につき5,000円

満年齢
（保険始期時点

入院補償プラン
医療保険基本特約・疾病保険特約・傷害保険特約セット団体総合保険

C型

月払保険料
（円）

2019年3月1日の満年齢によります。）

2,650
2,930
3,240
3,400
3,560
4,030
4,800
6,350
8,100
11,110

〜24歳
25〜29歳
30〜34歳
35〜39歳
40〜44歳
45〜49歳
50〜54歳
55〜59歳
60〜64歳
65〜69歳

1,580
1,850
2,160
2,280
2,410
2,870
3,580
4,930
6,530
9,320

850
970
1,130
1,200
1,270
1,490
1,870
2,560
3,370
4,790

（注）
病気による通院は退院後の通院にかぎります。
※新規加入は補償開始日の満年齢が70歳未満の方が対象です。
以降、毎年補償開始日の年齢が80歳未満まで更新
（継続）
加入が可能です。以下は継続加入時の保険料です。

A型
15,630
20,500

満年齢
70〜74歳
（継続加入時のみ）
75〜79歳
（継続加入時のみ）

B型
13,620
18,100

C型
6,970
9,250

保険料について
①年齢は保険始期日時点の満年齢となります。 ②中途加入の場合は、中途加入日時点での満年齢となります。
③ご契約は1年ごとの更新となりますので、更新加入の保険料は更新時の保険始期日時点での満年齢による保険料となります。
④保険料は、保険始期日
（中途加入日）時点の満年齢によります。
※お支払いいただいた保険料のうち医療に関する補償部分については介護医療保険料控除の対象となります。ただし、傷害入院一時金支払特約、傷害退院
一時金支払特約保険料は除きます。
（2018年11月現在）
※団体割引は、本団体契約の前年のご加入人数により決定しています。次年度以降、割引率が変更となることがありますので、あらかじめご了承ください。ま
た、団体のご加入人数が10名を下回った場合は、
この団体契約は成立しませんので、
ご了承ください。
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告知の大
告知の大切さについてのご説明
大切さについての
のご説明
○告知書はお客さま
（保険の対象となる方）
ご自身がありのままをご記入ください。
※口頭でお話し、
または資料提示されただけでは告知していただいたことにはなりません。
○告知の内容が正しくないと、
ご契約の全部または一部が解除になり保険金がお受け取りいただけない場合があります。
※「ご加入に際して、
特にご注意いただきたいこと
（注意喚起情報のご説明）」を必ずお読みください。

入院1日あたりの平均自己負担額は平均約 ２１,000円！

ケガも病気も、
からだの安心をトータルパッケージ。
●入院1日目から補償します。
●病気入院の場合、1入院は180日限度、通算では1，
000日までの安心を補償します。

40,000円以上 5,000円未満

10.9％

9.8％

30,000円〜
40,000円未満

5,000円〜
7,000円未満 10.0％

7.2％

平均

21,000円

20,000円〜
30,000円未満 15.5％ 約

15,000円〜
20,000円未満 13.3％

7.0％

生命保険文化センター「平成25年度 生活保障に関する調査」

10,000円〜
15,000円未満

（注）高額療養費制度の詳細については、
厚生労働省のホームページをご覧ください。

26.2％

（1事故につき90日限度）
●ケガで通院の場合は、初日からお支払いの対象となります。
（病気の場合は、継続して4日を超えて入院された後の退院後の通院がお支払いの対象となります。）
（病気の場合は、1回の通院責任期間につき90日限度）

7,000円〜
10,000円未満

※左記金額は、過去５年間に入院した人の自己負担費用の平均値。
（高額療
養費制度（注）を利用した人、利用しなかった人（高額療養費制度の適用外
など）
とも含みます。）
※高額療養費制度を利用した場合は利用後の金額。治療費・食事代・差額
ベッド代などを含みます。
（http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/100714.html）

１人あたりの平均入院日数は平均約 ３1．
9日！
傷病別の推計入院患者数

傷病別の退院患者の平均在院日数

（単位：人／日）

6,400人

●加入手続きは簡単！告知のみで医師の診査は不要です。

8,000人

（告知内容・過去の病歴等により、
ご加入をお断りする場合や、特別な条件付きでご加入いただく場合があります。）

20,900人
131,300人
159,400人

高血圧性疾患
肝臓疾患
糖尿病
ケガおよび中毒

60.5日
25.8日
35.5日
31.7日

脳血管疾患

89.5日

厚生労働省大臣官房統計情報部「患者調査」
（平成26年）
による

平均の負担額と入院日数によると…
※保険金のお支払方法等重要な事項は、27頁以降に記載されていますので 必ずご参照ください。

21,000円×31.9日＝ 約670,000円

突然の高額出費で家計が大変なことに…。
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ご加入に際して特にご確認いただきたい事項や、
ご加入者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご加
入になる前に必ずお読みいただきますようお願いします。
【加入者ご本人以外の被保険者（保険の対象となる方。以下同様とします。）
にも、
こ
の パ ンフレットに 記 載した 内 容 を お 伝 えくだ さ い 。また 、ご 加 入 の 際 は 、ご 家 族 の 方 にもご 契 約 内 容 を お 知ら せくだ さ い 。】

＜入院補償プラン・がん補償プラン＞補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】
（続き）

保険金の種類

＜入院補償プラン・がん補償プラン＞のあらまし
（契約概要のご説明）
■商品の仕組み：＜入院補償プラン・がん補償プラン＞この商品は団体総合保険普通保険約款に医療保険基本特約、疾病保険特約、
傷害保険特約、
がん保険特約等をセットしたものです。
■保険契約者 ：日本大学医学部同窓会
■保険期間
：2019年３月１日午後４時から１年間となります。
■申込締切日 ：2019年２月8日まで
■引受条件（保険金額等）、保険料、保険料払込方法等：引受条件
（保険金額等）、保険料は本パンフレットに記載しておりますので、
ご確認ください。
●加入対象者：日本大学医学部同窓会 会員の先生
●被保険者 ：＜入院補償プラン・がん補償プラン＞日本大学医学部同窓会 会員の先生またはそのご家族（配偶者･子供･両親･兄弟姉妹および同居
の親族）
を被保険者としてご加入いただけます。
（新規加入の場合、満６９歳
（継続加入の場合は満７９歳）
までの方が対象となります。）
●お支払方法：＜入院補償プラン＞2019年３月から毎月ご指定の金融機関口座から振替となります。
（１２回払）
＜がん補償プラン＞2019年３月にご指定の金融機関口座から振替となります。
（１回払）
●お手続方法：下表のとおり必要書類にご記入のうえ、
ご加入窓口の櫻醫社までご送付ください。
お手続方法

新規加入者の皆さま

同封の「加入依頼書」
・
「告知書」
・
「預金口座口座振替依頼書」に必要事項をご記入
のうえ、
ご提出いただきます。

前年と同等条件のプラン
（送付した加入依頼
書類のご提出は不要です。
書に打ち出しのプラン）
で継続加入を行う場合
前年と条件を変更する旨を記載した「加入依頼書」および「告知書」※をご提出い
ご加入プランを変更するなど前年と条件を ただきます。
変更して継続加入を行う場合
※告知書は、保険金額の増額等、補償を拡大して継続される場合のみご提出が必
要です。
継続加入を行わない場合
継続加入を行わない旨を記載した「加入依頼書」をご提出いただきます。

： 保険期間の中途でのご加入は、毎月、受付をしています。その場合の保険期間は、毎月２０日までの受付分は受付日の翌月１日午前0時
（２０日過ぎの受付分は翌々月１日）
から2020年３月１日午後４時までとなります。
保険料につきましては、月払いの場合は中途加入の保険期間開始日の当月から毎月ご指定の金融機関口座から振替となります。年払
いの場合はご指定の金融機関口座から振替となります。
●中途脱退 ：この保険から脱退
（解約）
される場合は、
ご加入窓口の櫻醫社までご連絡ください。
●団体割引は、本団体契約の前年のご加入人数により決定しています。次年度以降、割引率が変更となることがありますので、あらかじめご了承ください。
また、
団体のご加入人数が１０名を下回った場合は、
この団体契約は成立しませんので、
ご了承ください。
■満期返れい金･契約者配当金：この保険には、
満期返れい金･契約者配当金はありません。

疾病

既加入者の皆さま

ご加入対象者

疾病手術
保険金

●中途加入

疾病退院後
通院保険金

＜入院補償プラン・がん補償プラン＞補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】
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【疾病保険特約】
被保険者が、
日本国内または国外において保険期間中に疾病を被り、その直接の結果として、入院を開始した場合、手術を受けられた場合、
退院後に 通
院された場合等に保険金をお支払いします。

保険金の種類
疾病入院
保険金

保険金をお支払いする主な場合

保険金をお支払いできない主な場合

保険期間中に疾病を被り、
入院を開始した場合、
１回の入院につき１８０日を限度として、
入院し
た日数に対し、
入院１日につき疾病入院保険金日額をお支払いします。ただし、
初年度加入およ
び継続加入の保険期間を通算して１,０００日が限度となります。

①故意または重大な過失
②戦争､外国の武力行使、暴動（テロ行
、
核燃料物質等に
為（※１）を除きます。）
よるもの
③自殺行為､犯罪行為または闘争行為
④無資格運転、酒気を帯びた状態での
運転による事故
⑤麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シン
ナー等の使用
（治療を目的として医師
が用いた場合を除きます。）
⑥傷害
⑦妊娠、出産。ただし、異常分娩等、
「療
養の給付」等（※２）の支払いの対象とな
る場合を除きます。
⑧頸（けい）部症候群（いわゆる｢むちうち
症｣）、腰痛等で医学的他覚所見（※3）のな
いもの
⑨アルコール依存、薬物依存等の精神
障害
など
（※１）
「テロ行為」
とは、政治的・社会的も
しくは宗教・思想的な主義・主張を
有する団体・個人またはこれと連帯
するものがその主義・主張に関して
行う暴力的行為をいいます。以下
同様とします。
（※２）
「療養の給付」等とは、公的医療保
険制度を定める法令に規定された
「療養の給付」に要する費用ならび
に「療養費」、
「家族療養費」、
「保険
外併用療養費」、
「入院時食事療養
費」、
「移送費」および「家族移送費」
をいいます。
（※3）
「医学的他覚所見」
とは、理学的検
査、神経学的検査、臨床検査、画像
検査等により認められる異常所見
をいいます。以下同様とします。

疾病入院保険金の額= 疾病入院保険金日額×入院した日数
以下の（１）
または
（２）のいずれかの場合に保険金をお支払いします。
（１）保険期間中に疾病を被り、
かつその疾病の治療のために病院または診療所において以下
の①から③までのいずれかの手術（※１）を受けた場合、疾病手術保険金をお支払いしま
す。なお、手術の種類によっては、
回数などの制限があります。
①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
②先進医療に該当する手術（※２） ③放射線治療に該当する診療行為
手術（重大手術（※３）以外）
＜入院中に受けた手術の場合＞疾病手術保険金の額＝疾病入院保険金日額×20（倍）
＜外来で受けた手術の場合＞疾病手術保険金の額＝疾病入院保険金日額×5（倍）

疾病

重大手術（※３）
疾病手術保険金の額＝疾病入院保険金日額×40
（倍）
（注）重大手術を受けた場合は、入院中・外来を問わず、
40倍とします。

疾病手術
保険金

（※１）以下の手術は対象となりません。
創傷処理、皮膚切開術、
デブリードマン、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、抜歯手術、鼻焼灼術、美容整形上の手術、疾病を直接
の原因としない不妊手術、診断・検査のための手術、公的医療保険制度における医科
診療報酬点数表で手術料の算定対象とならない乳房再建術、視力矯正を目的とした
レーザー・冷凍凝固による眼球手術（レーシック手術等）
など
（※２）先進医療に該当する手術は、治療を直接の目的としてメス等の器具を用いて患部ま
たは必要部位に切除、摘出等の処置を施すものにかぎります。
（※３）重大手術とは以下の手術をいいます。
①開頭手術（穿頭術を含みます。）
②悪性新生物に対する開胸手術および開腹手術（胸腔鏡・縦隔鏡・腹腔鏡を用いた手
術を含みます。）
③心臓・大動脈・大静脈・肺動脈・冠動脈の病変に対する開胸手術および開腹手術
④四肢切断術（手指・足指を除きます。）
⑤脊髄（せきずい）腫摘出術
⑥日本国内で行われた、心臓・肺・肝臓・膵（すい）臓・腎（じん）臓（それぞれ、人工臓器
を除きます。）の全体または一部の移植手術。ただし、臓器の移植に関する法律（平
成9年法律第104号）
に規定する移植手術にかぎります。

疾病入院
一時金
疾病退院
一時金

保険金をお支払いする主な場合
（２）骨髄幹細胞採取手術（※１）を受けた場合は、
保険期間中に確認検査（※２）を受けた時を疾病
を被った時とみなして、
（１）
と同様の保険金額を疾病手術保険金としてお支払いします。
（※１）
ご加入初年度の保険期間の開始時からその日を含めて１年経過した後に受けた場
合にお支払いの対象となります。なお、提供者と受容者が同一となる自家移植の
場合は、保険金をお支払いしません。
（※２）
「確認検査」
とは、骨髄幹細胞の受容者との白血球の型等の適合等を確認するた
めの検査のうち、最初に行ったものをいいます。ただし、骨髄バンクドナーの登録
の検査を除きます。
疾病手術保険金は、手術を受けられるごとにお支払いしますが、手術の種類によっては、お支
払いする回数・保険金の額に以下
（１）
から
（４）
までの制限があります。
（１）時期を同じくして２種類以上の手術を受けた場合、疾病手術保険金の額の最も高いいず
れか１つの手術についてのみお支払いします。
（２）同一の手術（同一の先進医療に該当する手術を含みます。）
を２回以上受けた場合で、そ
れらの手術が一連の手術（※１）に該当するときは、同一手術期間（※２）に受けた一連の手術
（※１）
については、疾病手術保険金の額の最も高いいずれか１つの手術についてのみお支
払いします。
（※１）一連の手術とは、医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表において、一連
の治療過程に連続して受けた場合でも手術料が１回のみ算定されるものとして定
められている手術をいいます。
（※２）同一手術期間とは、一連の手術のうち最初に手術を受けた日からその日を含めて
６０日間をいいます。また、同一手術期間経過後に一連の手術を受けた場合は、直
前の同一手術期間経過後最初にその手術を受けた日からその日を含めて６０日間
を新たな同一手術期間とします。
（３）医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表において、手術料が１日につき算定され
るものとして定められている手術を受けた場合は、その手術を受けた１日目についての
みお支払いします。
（４）放射線治療を２回以上受けた場合は、施術の開始日から６０日の間に１回のお支払いを限
度とします。

保険金をお支払いできない主な場合

①故意または重大な過失
②戦争､外国の武力行使、暴動（テロ行
、
核燃料物質等に
為（※１）を除きます。）
よるもの
③自殺行為､犯罪行為または闘争行為
④無資格運転、酒気を帯びた状態での
運転による事故
⑤麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シン
ナー等の使用
（治療を目的として医師
が用いた場合を除きます。）
⑥傷害
⑦妊娠、出産。ただし、異常分娩等、
「療
養の給付」等（※２）の支払いの対象とな
る場合を除きます。
⑧頸（けい）部症候群（いわゆる｢むちうち
症｣）、腰痛等で医学的他覚所見（※3）のな
いもの
⑨アルコール依存、薬物依存等の精神
障害
など
（※１）
「テロ行為」
とは、政治的・社会的も
しくは宗教・思想的な主義・主張を
有する団体・個人またはこれと連帯
するものがその主義・主張に関して
行う暴力的行為をいいます。以下
同様とします。

保険期間中に疾病を被り、継続して４日を超えて入院し、退院後の通院責任期間に通院した場合、
（※２）
「療養の給付」等とは、公的医療保
１回の通院責任期間につき９０日を限度として、通院した日数に対し、通院１日につき疾病退院後通
険制度を定める法令に規定された
院保険金日額をお支払いします。ただし、
１回の入院について、最初の入院の開始日からその日を
「療養の給付」に要する費用ならび
含めて１,０００日を経過した日の翌日以降の通院に対しては、保険金をお支払いしません。
に「療養費」、
「家族療養費」、
「保険
また、疾病入院保険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては、疾病退院後通院保険金をお
外併用療養費」、
「入院時食事療養
支払いしません。
費」、
「移送費」および「家族移送費」
疾病退院後通院保険金の額＝疾病退院後通院保険金日額×通院した日数
をいいます。
（※3）
「医学的他覚所見」
とは、理学的検 28
査、神経学的検査、臨床検査、画像
保険期間中に疾病を被り、継続して１８０日を超えて入院した場合、疾病入院一時金保険金額
検査等により認められる異常所見
をお支払いします
（１回の入院について１回かぎりとなります。）。
をいいます。以下同様とします。
保険期間中に疾病を被り、
継続して２０日を超えて入院し、
最初の入院の開始日からそ
の日を含めて１,０００日以内に生存している状態で退院した場合、
疾病退院一時金保険
金額をお支払いします
（１回の入院について１回かぎりとなります。）
。

（注）
初年度加入の締結の後に保険金のお支払条件の変更があった場合は、次の①または②の保険金の額のうち、いずれか低い金額をお支払いします。
ただし、
入院の原因となった疾病を被った時から起算して１年を経過した後に入院を開始した場合を除きます。
①被保険者が疾病を被った時のお支払条件により算出された保険金の額
②被保険者が入院を開始した時のお支払条件により算出された保険金の額

