メディケア生命の健康・医療に関する無料サービス！
医師・保健師・看護師などの
経験豊かなスタッフによる
ご相談
いただける内容

ベスト
ホスピタル
ネットワーク
サービス

健康

24時間365日年中無休の電話健康相談サービス

医療

介護

育児

ご利用
いただける方

メンタルヘルス

受診手配・紹介サービス

各専門分野を代表する名医による

セカンドオピニオン サービス
※2

面談

電話

面談の結果、必要に応じて、優秀専門臨床医を紹介します。
（無料で紹介状を作成）

対象保険商品 ※1 の被保険者と
その配偶者および同居のご家族

＊電話でのセカンドオピニオンサービスでは、優秀専門臨床医の紹介はありません。
＊診療の優先付けや治療に対しての便宜を図るものではありません。

対応できない治療法や手術方法が必要との
主治医の判断があるなど、一定の条件が満たさ
れる場合、各専門分野の医師が在籍している医療
機関での受診を手配・紹介します。
＊治療に便宜や特別な枠を設けるものではありません。

対象保険商品※1の被保険者

ご利用いただける方

※1 対象保険商品│医療終身保険（無解約返戻金型）、医療終身保険（無解約返戻金型）健康還付給付特則 適用、医療定期保険（無解約返戻金型）、限定告知型医療終身保険（無解約返戻
金型）、特定疾病一時給付保険（無解約返戻金型）、一時払がん医療終身保険、入院保険、長期入院保険 ※2 セカンドオピニオン│現在かかっている医師とは別の医師の意見を聞くこと。
提供：ティーペック株式会社

＊募集代理店によって取り扱っている商品が異なります。

ご利用に際してのご注意（必ずお読みください。）
24時間電話健康相談サービス、セカンドオピニオンサービス、受診手配・紹介サービスについて
このサービスはメディケア生命が提供する保険商品の一
部を構成するものではありません。
●このサービスは、
ティーペック株式会社が提供します。
●サービス内容
・品質についてはメディケア生命が保証するも
のではありません。サービスのご利用はお客さまの判断の
もとに行ってください。万一、サービス提供を受けた結果、
損害が発生してもメディケア生命は責任を負いかねます。
●国外の相談および国外からの相談などはお受けできません。
●ご利用者の状況または相談内容により、
相談の制限・停止
をさせていただく場合があります。
●プライバシーは厳守されますので、
安心してご利用くださ
い。ただし生命の危険等、守秘の限界を超えるとティー
ペック株式会社が判断した場合を除きます。
● 提供の医療機関情報等に基づいて受診などする際は、
ご
提供した情報が変更されている場合がありますので、事前
に医療機関などにご確認ください。
●サービスの内容は予告なく中止、
変更する場合があります
のであらかじめご了承ください。
＜個人情報のお取扱いについて＞このサービスの利用を通じ
てティーペック株式会社が入手したお客さまの個人情報は、お客さ
まの同意のうえでメディケア生命へ本人確認のため提供することが
ありますが、このサービス利用以外の目的には使用しません。また、
法令などによる開示請求があった場合を除き、メディケア生命を含
む第三者へお客さまの個人情報を提供することはありません。
■24時間電話健康相談サービス
●このサービスは、
あくまで健康相談の範疇で行われる助言や指導
であり、病症状についての診断や治療方法の指示は行いません。
■セカンドオピニオンサービス
●ティーペック株式会社からサービスに係る医療機関に情
報開示をすることがありますのでご了承ください。
●病名などが判明している場合に限り、
ご利用できます。また、すで
に終了している治療についてのご相談はお受けできません。
● 医療過誤、
裁判係争中の問題および交通事故に起因する
傷病に関するご相談はお受けできません。
●日常的に見られる病症状で、
治療にあたり専門性を必要と
しない傷病のご相談はお受けできません。
●心療内科
・精神科・美容外科・歯科および口腔外科などは対象外です。
●

〈募集代理店〉

病症状が固定していて、回復の見込みがないと思われるもの、現代医学において治療方法が
確立されていない未承認薬、未承認治療などのご相談はお受けできません。
●救急に関するご要望には対応できません。
●入院
・転院を目的としたご利用はできません。
●同一病名のご相談は年１回とさせていただきます。
●ご利用者のご都合によるキャンセルは1回のご利用とみなします。
●電話でのセカンドオピニオンサービスをご利用の際にも、
「利用申込書」
等のお手続きが必要
であり、病症等やご相談の内容によっては、検査資料等をご用意いただく場合もあります。
●診療科目、
病症等およびご相談の内容によっては、一部、携帯電話でのご利用をお断りする場
合や、電話でのご相談にはお応えできない場合もあります。
● 地域や医師の指定はできません。
なお、セカンドオピニオンの面談場所は、ティーペック株式
会社が指定した場所となります。
● 診察関連資料
（診療情報提供書
（紹介状）
、各種検査データ、カルテの写しなど）
が必要になり
ます。なお、診察関連資料はご利用者ご自身でご用意ください。
●ご利用者が入院中の場合、
代理としてそのご家族がご利用することはできますが、優秀専門
臨床医のご紹介は行いません。
●面談の際の交通費、
紹介された優秀専門臨床医による診察などにかかる費用は自己負担となります。
●このサービスをご利用中に病症状が悪化した場合の責任は負いかねます。
●地域や内容によりご要望に添えない場合があります。
●その他諸条件がありますのでサービスを受ける際にご確認ください。
■受診手配・紹介サービス
●以下の条件が満たされる場合、
利用可能です。
①対応できない治療法や手術法が必要と主治医が判断している
②お客さま
（患者ご本人）
がその内容を理解し、希望している
③手配先の医療機関に、その専門分野の医師が在籍し、患者の受入、治療が可能な場合
④お客さま
（患者ご本人）
が手配先の医療機関での受診を了承している
⑤主治医側も納得し、診療情報提供書
（紹介状）
を準備できる
●病名などが判明している場合に限りご利用可能で、
原則として治療方針が出た段階でのご利用を前提としています。
●未治療の疾患に限られます。
（他の医療機関で何らかの治療が開始されている場合には対象となりません。）
●手配先の医療機関で治療可能な場合に限られますので、
お客さまの希望で必ず手配・紹介される訳ではありません。
●原則、
悪性新生物
（がん）
・脳血管疾患・心疾患を対象とします。
●すでに終了している治療についてのご相談はお受けできません。
● 疾患および地域や病状等の内容によりティーペック株式会社が可否判断をさせていただき、
医療機関は
ティーペック株式会社が提示した場所からのご選択となりますので、地域や医師の指定はお受けできません。
●受診にあたり診療関連資料
（診療情報提供書（紹介状）、各種検査データ、カルテの写しなど）が必要です。
●診療関連資料の取得や交通費等の経費、
紹介された医療機関での診療にかかる費用は自己負担となります。
●医療過誤、
裁判係争中の問題および交通事故に起因する傷病に関するご相談はお受けできません。
●同一病名では１回のご利用とさせていただきます。
●

〈引受保険会社〉

30-M340-102-18043329（2018.4.1） 2018年4月改訂

2018年4月改訂

「保険料の掛捨てはもったいないし、しっかりとした医療保障もほしい！」
そんなあなたにおすすめの医療保険です。

健康還付給付金の

健康還付給付割合105％をお選びいただくと、

超 がリターン！

ケース

主契約の既払込保険

健康還付給付金支払日の
前日までに主契約の給付金
のお受取りがなかった場合

料相当額の5%分が

2

主契約の給付金をお受け
取りいただいた場 合も、
主契約の既払込保険料相当
額の5%分が上乗せされ
ます！

健康還付給付金支払日の
前日までに主契約の給付金
のお受取りがあった場合

上乗せされます！

＜例：主契約の給付金額＝30万円＞

10 0万円

10 0万円

70万円

10 0万円

105%

（

100%

（

主契約の
既払込保険料
相当額

3 0万円

169,260 円

健康還付給付金額

3,554,460円

3,385,200 円

105%

健康還付
給付金
支払年齢

月払保険料

0〜35歳

36〜40歳

41〜45歳

46〜50歳

51〜55歳

健康還付給付
割合：105%

65・70歳から
お選びいただけます

70歳

75歳

80歳

ー

健康還付給付
割合：100%

60・65・70歳から
お選びいただけます

65・70歳から
お選びいただけます

70歳

75歳

80歳

＊主契約の既払込保険料相当額とは、
「主契約の月払保険料相当額×12か月×契約日から健康還付給付金支払日の前日までの年数」
のことをいいます。(保険料払
＊主契約の給付金とは、災害入院給付金、疾病入院給付金、手術給付金、骨髄移植給付金および放射線治療給付金のことをいいます。(健康還付給付金、死亡保険

保障で

いざというとき
も安心です。

1

●
●

105

●
●

死亡保険金

▲
（65歳）
健康還付給付金支払日

日帰り入院から保障

＊日帰り入院とは、入院日と退院日が同一の日である入院をいい、入院基本料のお
を参考にして判断します。

7大生活習慣病による入院は、1回の入院のお支払限度を
3大疾病による入院は支払日数無制限

支 払いの有 無など

60日延長
性疾患・腎疾患・肝疾患

入院中の手術は基本給付金額の最大40倍をお支払い
入院中・外来を問わず公的医療保険制度対象手術を保障

放射線治療と骨髄移植術を保障

ドナー
（骨髄提供者）
は骨髄移植給付金のお支払いの
対象となりません。

8,060 円

月払保険料

保険料負担が実質ゼロ！

8,060 円

ご契約時の保険料のまま、
一生涯の保障！

込回数にかかわらず、同じ算出方法となります。特約の保険料は含みません。）
金、特約の給付金等は含みません。)

「創傷処理」など手術給付金をお支払いできない手術が7種類あります。

●

3,554,460 円

＊健康還付給付金支払日前に限り死亡保険金があります。
※主契約の既払込保険料相当額に健康還付給付割合を乗じた金額からお受取り済みの主契約の給付金額を差し引いた差額をお支払いします。
お受取り済みの主契約の給付金額が主契約の既払込保険料相当額に健康還付給付割合を乗じた金額を超えたときは、健康還付給付金のお支払いはありません。

＊約1,000種類の手術が対象 ＊基本給付金額は主契約の入院給付日額と同額です。

放射線治療
骨髄移植術

健康還付給付金

％

特約を付加することでさらに安心をプラス！

＊7大生活習慣病、3大疾病とは以下のとおりです。
7大生活習慣病：がん・心疾患
（急性心筋梗塞を含む）
・脳血管疾患
（脳卒中を含む）
・糖尿病・高血圧
3大疾病：がん・急性心筋梗塞・脳卒中

手術

300,000 円

健康還付給付金をお受け取りいただいた後も、月々の保険料は変わりません！

主契約について、 詳しくは 3 〜 4
ページをご覧く ださい。

健康還付給付特則は適用されません

入院・手術などの

健康還付給付特則が適用されます

しっかりとした

●

お受取り済みの
主契約の給付金額

主契約の給付金
額を差し引いて
リターン

3,385,200 円

健康還付給付金をお受け取りいただけるので

主契約でしっかりとした保障！
入院

3,085,200 円

3,254,460円※

（8,060円×12ヵ月×35年）

解約返戻金

詳しくは下表をご確認ください。

健康還付給付金額

差額

ご契約から10年経過以後、死亡保険
金額と解約返戻金額は同額となります。

お払い込みいただいた保険料の全額超が戻る「健康還付給付割合：105%」を選択できます。

契約年齢

169,260 円

主契約の既払込保険料相当額

▲
▲
ご契約から10年経過
（30歳）
ご契約 （40歳）
50歳以下の方

主契約の既払込
保険料相当額×5%

主契約の既払込保険料累計額

受取済

（

主契約の
既払込保険料
相当額

給付金額

（

100%

5万円

主契約の給付金のお受取りが

2 あった場合

＜例：主契約の給付金額＝30万円＞

主契約の既払込
保険料相当額×5%

8,060円×12ヵ月
×35年

ケース

●イメージ(しくみ図)

健康還付給付金額

健康還付給付金額

5万円

契約年齢30歳・男性／
医療終身保険
（無解約返
戻金型）
健康還付給付特
則 適用／健康還付給付
割合105％、健康還付給
付金支払年齢65歳、
３大
疾病入院無制限給付特
則、60日型、手術Ⅱ型／
入院給付日額：10,000
円／保険期間・保険料払
込期間：終身

主契約の給付金のお受取りが

1 なかった場合

主契約の既払込保険料相当額

1

ケース

［ご契約例］

主契約の既払込保険料相当額

主契約の既払込保険料相当額：100万円／健康還付給付割合：105％とした場合のお受取りイメージです。

ケース

▲

お払い込みいただいた保険料の 全額

お受取り総額はどちらも主契約の既払込保険料相当額の105％

お支払い例

先進医療特約（11）

入院一時給付特約

通院治療特約

7大生活習慣病入院特約

女性医療特約（18）

女性疾病入院特約

抗がん剤（腫瘍用薬）
治療特約

がん診断特約

3大疾病保障特約

特約に関する注意事項

・特約の保険料は、
健康還付給付金のお支払金額を計算する際の
「主契約の既払込保険料相当額」
には含まれません。
・特約の給付金等は、
健康還付給付金のお支払金額を計算する際の
「主契約の給付金」
には含まれません。

特約について、詳しくは5〜6ページ
をご覧ください。
その他の留意事項については9〜10ページに記載しておりますので、必ずご確認ください。

2

一生涯
保障

一生涯安心が続く、
病気やケガによる入 院・手術などの充実医療保障。
入院
3大疾病入院
無制限給付特則

手術
手術Ⅱ型

主契約
契約年齢

●日帰り入院から保障
1回の入院のお支払限度は

7 大生活習慣病とは

です。

＊日帰り入院とは、入院日と退院日が同一の日である入院をいい、
入院基本料のお支払いの有無などを参考にして判断します。

●７大生活習慣病による入院は
1回の入院のお支払限度を60日延長
●３大疾病による入院は支払日数無制限！
●公的医療保険制度対象手術を保障
●体への負担が少ない術式が
あります！
穿頭器・胸腔鏡・腹腔鏡 を使用した手術も
「開頭術」
「開胸術」
「開腹術」に含みます。

0〜55 歳

（健康還付給付割合100%）
（健康還付給付割合105%）

「創傷処理」など手術給付金をお支払いできない手術が7種類あります。

（急性心筋梗塞を含む）

腎疾患

高血圧性疾患

肝疾患

【お支払限度について】

がん

急性心筋梗塞

7 大生活習慣病による入院

病気・ケガによる入院

脳卒中

60日限度

プラス60日限度

1入院120 日まで保障！

3 大疾病

開頭術・開胸術・開腹術

で入院中の手術

上記以外

上記以外の
病気・ケガ
で入院中の手術

開頭術・開胸術・開腹術

（がん・急性心筋梗塞・脳卒中）

病気・ケガで手術

放射線治療

病気・ケガによる放射線治療を保障

基本給付金額 ×

骨髄移植術

病気による骨髄移植術を保障

基本給付金額 ×

総線量（グレイ数）による給付の制限はありません。

糖尿病

（脳卒中を含む）

３大疾病とは

外来

0〜50 歳

脳血管疾患

心疾患

がん

入院中

上皮内がんも同額保障

医療
終身保険
無解約
返戻金型
健康還付給付
特則 適用

3 大疾病による入院

支払日数無制限

40倍
基本給付金額×20 倍
基本給付金額×

例：くも膜下出血による開頭術、胃がんによる腹腔鏡手術
例：皮膚がんによるがん細胞切除術

20倍

基本給付金額×

例：虫垂炎による腹腔鏡手術、帝王切開による開腹術

10倍
基本給付金額× 5 倍

上記以外

基本給付金額×

例：白内障による手術
例：子宮頚管ポリープ、ものもらい（麦粒腫切開術）
、
巻爪（陥入爪）による手術

10 倍

放射線治療給付金のお支払限度は60日に1回です。

10 倍

ドナー（骨髄提供者）は骨髄移植給付金のお支払いの対象となりません。
＊基本給付金額は主契約の入院給付日額と同額です。

プラン例

契約年齢
月払保険料

医療
終身保険
無解約
返戻金型
健康還付給付
特則 適用
健康還付給付割合
100%

105%

健康還付給付金支払年齢
105%
健康還付給付割合
100%

入院

（疾病入院給付金）
（災害入院給付金） ●病気・ケガで入院
3大疾病入院無制限給付特則

手術（手術給付金）
手術Ⅱ型

放射線治療

（放射線治療給付金）

骨髄移植術

（骨髄移植給付金）

健康還付給付

（健康還付給付金）

死亡（死亡保険金）

3

日額5,000円プラン

保険期間・
保険料払込期間：終身

男
20歳

30歳

性
40歳

女
50歳

20歳

30歳

日額10,000円プラン
性

男

40歳

50歳

20歳

30歳

性
40歳

女
50歳

20歳

30歳

性
40歳

50歳

65歳
65歳
70歳
※
65歳
65歳
70歳
※
65歳
65歳
70歳
※
65歳
65歳
70歳
※
2,950円 4,030円 5,615円 8,440円 3,425円 4,210円 5,185円 7,675円 5,900円 8,060円 11,230円 16,880円 6,850円 8,420円 10,370円 15,350円
2,590円 3,570円 4,915円 7,035円 3,040円 3,780円 4,625円 6,275円 5,180円 7,140円 9,830円 14,070円 6,080円 7,560円 9,250円 12,550円

1 日につき

5,000 円
5・10・20 万円
2.5 万円
5 万円

1 日につき

10,000 円
10・20・40 万円
5 万円
10 万円

●病気・ケガによる手術（入院中）

1 回につき

●病気・ケガによる手術（外来）

1 回につき

●病気・ケガによる放射線治療

1 回につき

●病気による骨髄移植術

1 回につき

●健康還付給付金支払日まで生存

健康還付給付金額

次の①から②を差し引いた金額

①主契約の既払込保険料相当額×健康還付給付割合
②ご契約の責任開始期から健康還付給付金支払日の前日までの間の入院、手術、骨髄移植術および放射線治療に対
して支払われる災害入院給付金等の金額の合計額

●健康還付給付金支払日前に死亡

死亡保険金額

払込年月数(保険料払込回数が年払いまたは半年払いのときは、
その払込年月数に応じた経過年月数)および災害入院
給付金等のお支払金額に応じて、
メディケア生命の定める方法により計算した金額

＊手術によってお支払金額が変わります。

＊健康還付給付金支払日とは、被保険者の年齢が健康還付給付金支払年齢に
＊主契約の既払込保険料相当額とは、
「 主契約の月払保険料相当額×12か月×
＊災害入院給付金等とは、災害入院給付金、疾病入院給付金、手術給付金、骨
※健康還付給付割合105%を選択された場合：健康還付給付金支払年齢は80

5 万円

1 回につき
1 回につき
1 回につき
1 回につき

10 万円

到達する、年単位の契約応当日のことをいいます。
契約日から健康還付給付金支払日の前日までの年数」のことをいいます。
（保険料払込回数にかかわらず、同じ算出方法となります。特約の保険料は含みません。）
髄移植給付金および放射線治療給付金のことをいいます。
（健康還付給付金、死亡保険金、特約の給付金等は含みません。）
歳。 健康還付給付割合100%を選択された場合：健康還付給付金支払年齢は75歳。
その他の留意事項については9〜10ページに記載しておりますので、必ずご確認ください。
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一生涯
保障

特約を付加することで、さらに安心をプ ラスできます！

先進医療保障

入院一時金・通院保障

先進医療特約
（11）

先進医療による療養を一生涯保障

入院一時給付特約

日帰り入院から、入院一時給付金（一時金）をお支

●通算2,000万円限度

）
＋先進医療一時給付金５万円をお支払い
●先進医療給付金（技術料相当額（自己負担額）

療養を受けられた日現在において、先進医療に該当しないときはお支払いできません。

入院を2回以上された場合でも、継続した1回の入院とみなされるときは、
入院一時給付金は1回分のみお支払いします。

払い

●通院治療給付金

上乗せ
入院保障

退院後の通院 を保障

7大生活習慣病
入院特約

7 大生活習慣病による入院を手厚く保障

女性疾病入院特約
がん安 心 保 障

抗がん剤
（腫瘍用薬）
治療特約
がん診断特約

3大疾病保障

3大疾病保障特約

●通院治療一時給付金

通院の原因
通院対象期間
がん以外 退院後 180 日以内
退院後 5年以内
がん

●７大生活習慣病のうち、
３大疾病による入院は支払日数無制限

●女性特定手術給付金
（乳房切除術・子宮摘出術・卵巣摘出術）
は、一部を切除・摘出
●女性特定手術給付金
（乳房切除術）
のお支払いの対象となった乳房に対する乳房

すべてのがん

する手術でも全額お支払いします。
再建術を保障します。

責任開始日から90日以内に診断確定されたがんによる乳房切除術はお支払いできません。
検査のための手術、子宮頚管ポリープ切除術などはお支払いの対象となりません。
乳房再建術給付金のお支払限度は1乳房につき1回です。

女性特定疾病による入院を手厚く保障

●女性特定疾病のうち、がんによる入院は支払日数無制限

抗がん剤（腫瘍用薬）
による治療を一生涯保障

1 回の通院対象期間につき、

5,000円

女性医療特約(18)の
乳がん、
女性疾病

子宮がん、
肺がん
など

女性疾病入院特約の
女性特定疾病

NEW!

女性特有の病気

女性に多い病気

子宮筋腫、子宮内膜症、 鉄欠乏性貧血、低血圧症、リウマチ、膀胱炎、
胆石症、メニエール病、骨粗しょう症 など
卵巣のう腫、乳腺症、
異常分娩（例：帝王切開）
など

＊同一の契約において、女性医療特約
（18）
と女性疾病入院特約を重複して付加することはできません。

女性特定手術給付金

【乳房切除術】
【子宮摘出術】
【卵巣摘出術】

女性疾病入院給付日額×30 倍

乳房再建術給付金

【乳房再建術】

女性疾病入院給付日額×100 倍

一部切除・摘出も対象！

腫瘍用薬治療給付金のお支払限度は同一月に１回です。
ホルモン剤および生物学的製剤は腫瘍用薬治療給付金のお支払いの対象となりません。

がん診断給付金（一時金）をお支払い

【抗がん剤(腫瘍用薬)治療特約】
【がん診断特約】
責任開始日から90日以内に診断確定されたがんはお支払いできません。この場合、特約

支払限度日数
30 日
支払日数無制限

【女性疾病と女性特定疾病の例】

女性疾病による入院、女性特定手術・乳房再建 術を手厚く保障

女 性 専 用の保 障

上皮内がんも同額保障

通院治療特約

女性医療特約（18）

先進医療給付金と先進医療一時給付金の通算となります。

お支払 ●初めてがんと診断確定されたとき
理由 ●以後はがんによる入院をされたとき
は無効となります。

がん診断給付金のお支払限度は２年に１回です。
がん

３大疾病保険金をお支払い

お支払
理由

３大疾病保険金は１回のみお支払いします。この場合、特約は消滅します。
責任開始日から90日以内に診断確定されたがんはお支払いできません。

所定の
理由

責任開始日から91日目以後に初めてがんと診断確定されたとき
上皮内がんも対象

治療を目的とする
60日以上、労働の制限を必要とする状
公的医療保険制度対象手術 または 態※が継続したと診断されたとき
を受けられたとき
60日以上、言語障害、運動失調、麻痺などの他覚
脳卒中 （60日以上の労働の制限等の または
的な神経学的後遺症が継続したと診断されたとき
有無は問いません。
）

急性
心筋梗塞

※ 軽い家事などの軽労働や事務などの座業はできるが、
それ以上の活動では制限を必要とする状態

健康還付給付割合105%を選択された場合、特約保 険料の実質負担を少なくすることができます。
ケース

1

健康還付給付金支払日の前日までに
主契約・特約それぞれの
給付金のお受取りがあった場合
主契約の既払込保険料相当額の5%
上乗せ金額により、特約保険料の実
質負担を少なくすることができます。
特約の給付金額等は健康還付給付金
から差し引かれません！

特約の給付金額等
特約の
既払込保険料

主契約の既払込保険料
相当額の5%分

主契約の既払込
保険料相当額
主契約の給付金額

特約保険料の
実質負担額は
この差額分です！

受取済

＊主契約の既払込保険料相当額とは、
「主契約の月払保険料相当額×12か月×契約日から健康還付給付金支払日の前日までの年数」
のことをいいます。
(保険料払込
＊主契約の給付金とは、
災害入院給付金、
疾病入院給付金、
手術給付金、
骨髄移植給付金および放射線治療給付金のことをいいます。
(健康還付給付金、
死亡保険金、

2

給付金額

5

主契約の既払込
保険料相当額

主契約の既払込保険料
相当額の5%分

ケース

健康還付給付金額

主契約の既払込保険料相当額の5%
上乗せ金額により、特約保険料の実
質負担を少なくすることができます。

特約の
既払込保険料

健康還付給付金額

健康還付給付金支払日の前日までに
主契約・特約ともに
給付金のお受取りがなかった場合

特約保険料の
実質負担額は
この差額分です！

回数にかかわらず、
同じ算出方法となります。
特約の保険料は含みません。
）
特約の給付金等は含みません。
)
その他の留意事項については9〜10ページに記載しておりますので、必ずご確認ください。
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Q&A

Q1
A1

健康還付給付金を受け取った後、保険料はどうなりますか？
ご契約時の保険料がそのまま継続されます。
健康還付給付金をお受け取りいただいた後も、保険料は変わりません。
ご契約時の保険料のまま、医療保障を継続することができます。
30歳でメディフィット リターンにご契約された場合
＜男性＞医療終身保険(無解約返戻金型) 健康還付給付特則 適用 （健康還付給付割合105%、健康還付給付金支払年
齢65歳、3大疾病入院無制限給付特則、60日型、手術Ⅱ型） 入院給付日額：5,000円／保険期間・保険料払込期間：終身

ご契約：30歳
▼

健康還付給付金支払日：65歳
▼
月払保険料

4,030 円

月払保険料

4,030 円

Q3
A3

「放射線治療」
に金額
（点数）
の記載がある場合

＜手術給付金が支払われる場合＞
ここを
チェック

ご参考：65歳でメディフィットAにご契約された場合
＜男性＞医療終身保険(無解約返戻金型) （3大疾病入院無制限給付特則、
60日型、
手術Ⅱ型） 入院給付日額：5,000円／
保険期間・保険料払込期間：終身

ご契約年齢が上がるほど、
保険料は高額に
なる傾向にあります。また、健康上の理由
によりご契約自体が難しい場合も・・・。

ご契約：65歳
▼

病院の領収証等でご確認できます。

＜放射線治療給付金が支払われる場合＞

ご契約時の保険料がそのまま継続！

エース

手術給付金および放射線治療給付金の支払いの対象かどうか
確認する方法はありますか？

・入院中の手術
「入院料等」と「手術」の両方に金額（点数）の
記載がある場合
・外来での手術
「手術」のみに金額（点数）の記載がある場合

＜手術給付金が支払われない場合＞
月払保険料

5,790 円

のみに金額（点数）の記載がある場合
ここを 「処置」
チェック （例）
持続的胸腔ドレナージ

＊2018年4月現在の保険料を掲載しています。

Q2
A2

＊上記の領収証はひとつの例であり、
病院によって様式が異なる場
合があります。

複数回入院した場合の取扱いについて教えてください。
2 回以上入院された場合、それらの入院を継続した1回の入院とみなすことが
あります。

ポイント

1

公的医療保険制度対象の手術
（約1,000種類）
を保障 （一部対象外となる手術があります。）
リターンでは扁桃腺手術・乳腺良性腫瘍手術・抜釘術等の
公的医療保険制度対象手術は保障の対象になります。

●メディフィット

●傷の処理
（創傷処理、
デブリードマン）

メディフィット リターンでの給付事例
ケース

1

●切開術
（皮膚、鼓膜）

病気（例：肺炎）で入院後、退院日の翌日からその日を含めて 200 日後に
病気（例：胃かいよう）で入院されたケース
肺炎 病気 で30日入院
30日分

手術給付金の
お支払いの
対象外となる
手術

新たな入院としてお取扱い
胃かいよう 病気 で50日入院
50日分
200日

疾病入院給付金 80 日分お支払い

病気（例：肺炎）で入院後、退院日の翌日からその日を含めて180 日以内に
病気（例：胃かいよう）で入院されたケース
肺炎 病気 で30日入院
30日分

20日

継続した1回の入院としてお取扱い
胃かいよう 病気 で50日入院
20日分
30日分

疾病入院給付金 60 日分お支払い
●直前の疾病入院給付金が支払われる入院の退院日の翌日からその日を含めて 180 日以内に、疾病入院給付金のお支払理由

に該当する入院を開始されたときは、継続した1回の入院として取り扱います。

3大疾病による入院は支払日数無制限でお支払いします。

＊上記の事例は入院状況などによってお取扱いが異なる場合があります。
＊上記の事例は主契約の場合です。
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[例：脱臼を正常な状態に戻す手術]

●異物除去
（外耳、鼻腔内）
●鼻焼灼術
（鼻粘膜、下甲介粘膜）

●魚の目、
タコ手術（鶏眼・胼胝切除術）

お支払理由に該当する入院を開始されたときは、新たな入院とみなし、継続した1回の入院として取り扱いません。

2

●骨、
軟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

[例：アレルギー性鼻炎の治療のために行われる手術]

●直前の疾病入院給付金が支払われる入院の退院日の翌日からその日を含めて 180 日経過してから疾病入院給付金の

ケース

●抜歯手術

ポイント

2

＜ 手 術 給 付 金 ＞

● 領収証の
「手術」欄に診療報酬点数または金額が表示されていれば保障

＜放射線治療給付金＞

● 領収証の
「放射線治療」欄に診療報酬点数または金額が表示されていれ

の対象になります。
（一部対象外となる手術があります。）

ば保障の対象になります。

＊一部の手術は「手術」欄に診療報酬点数または金額が表示されないことがありますので、領収証とともに発行される「診療明細書」をご参
照いただくか、
医療機関にご確認ください。
＊記載の内容は2018年2月時点の制度によります。

その他の留意事項については9〜10ページに記載しておりますので、必ずご確認ください。
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ご検討にあたりご確認いただきたい事項
■この商品パンフレットは保険商品の概要を説明したものです。
■各保険金・給付金などのお支払理由および保険料のお払込免除の理由の詳細は約款に定められ

！

ており、所定の条件を満たす必要があります。必ずご確認ください。

■ご検討にあたっては、
「契約概要」
「注意喚起情報」
「ご契約のしおり」
「約款」
を必ずご覧ください。
■医療費などの費用は、
各自治体の助成制度などにより軽減されることがあります。お住まいの

地域などによって制度が異なりますので、詳しくは各都道府県・市区町村などにご確認ください。

主契約について
■
「傷の処理（創傷処理、デブリードマン）」
「 切開術（皮膚、鼓膜）」
「 抜歯手術」
「 骨、軟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」
「異物除去（外耳、鼻腔内）」
「鼻焼灼術（鼻粘膜、下甲介粘膜）」
「魚の目、
タコ手術（鶏眼・胼胝切除術）」
は手術給付金のお支払いの対象となりません。

■ドナー
（骨髄提供者）
は骨髄移植給付金のお支払いの対象となりません。
■放射線治療給付金のお支払限度は60日に１回です。

健康還付給付特則について
■健康還付給付特則のみの解約はできません。
■ 健康還付給付金支払日の前日までの間に入院給付日額または基本給付金額が減額された場合は、
減額分に対する

解約返戻金をお支払いします。
なお、健康還付給付金支払日以後に減額される場合は、解約返戻金はありません。

健康還付給付金について

●健康還付給付金のお支払金額を計算する際の
「既払込保険料相当額」
には、特約の保険料は含みません。

●健康還付給付金のお支払金額を計算する際の
「災害入院給付金等」
には、特約の給付金等は含みません。
●災害入院給付金等のお支払金額によっては、
健康還付給付金のお支払いはありません。

死亡保険金について

●健康還付給付金支払日以後は、
死亡保険金はありません。

●災害入院給付金等のお支払金額によっては、
死亡保険金のお支払いはありません。

解約返戻金について

●主契約については、
健康還付給付金支払日前に限り解約返戻金があります。

●解約返戻金額は、
保険料の払込年月数(保険料払込回数が年払いまたは半年払いのときは、
その払込年月数に応じ

た経過年月数)および災害入院給付金等のお支払金額により計算します。
なお、災害入院給付金等のお支払金額に
よっては、解約返戻金がまったくない場合があります。
●ご契約後短期間で解約されますと、
解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
●主契約に付加された特約は、
保険期間を通じて解約返戻金がありません。

先進医療特約
（11）
について
■先進医療とは厚生労働大臣が定める医療技術で、
技術ごとに決められた適応症に対し施設基準に適合する医療機関
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にて行われるものに限ります。
■治療方法などによっては先進医療に該当しない場合もありますので、
療養を受けられる前に主治医にご確認ください。
■療養を受けられた日現在において、
先進医療に該当しないときはお支払いできません。
■先進医療給付金のお支払金額は技術料相当額
（自己負担額）
となります。
■先進医療一時給付金のお支払限度は60日に１回です。
■先進医療給付金・先進医療一時給付金のお支払いが通算して2,000万円に達したときは、
その給付金のお支払理由
が生じた時に、
この特約は消滅します。
■同一の被保険者において、
先進医療給付のあるメディケア生命の特約を重複して付加することはできません。

入院一時給付特約について
■入院を２回以上された場合でも、
継続した１回の入院とみなされるときは、入院一時給付金は１回分のみお支払いします。

通院治療特約について
■ 入院を２回以上された場合でも、
継続した１回の入院とみなされるときは、通院対象期間中、通院治療一時給付金

は１回分のみお支払いします。

女性医療特約
（18）
について
■同一の契約において、
女性医療特約
（18）
と女性疾病入院特約を重複して付加することはできません。

女性特定手術給付金について

●責任開始日から90日以内に診断確定されたがんによる乳房切除術はお支払いできません。

●異常分娩による手術、
検査のための手術、
子宮頚管ポリープ切除術、
卵管形成術などはお支払いの対象となりません。

乳房再建術給付金について

●乳房再建術給付金のお支払限度は1乳房につき1回です。

●皮膚の欠損部を被覆するための植皮術はお支払いの対象となりません。

女性疾病入院特約について
■同一の契約において、
女性医療特約(18)と女性疾病入院特約を重複して付加することはできません。

抗がん剤 ( 腫瘍用薬 ) 治療特約について
■責任開始日から90日以内に診断確定されたがんはお支払いできません。
この場合、特約は無効となります。

■腫瘍用薬治療給付金のお支払いの対象となる腫瘍用薬は、
被保険者が入院または通院をされた時点において、日本

標準商品分類における腫瘍用薬に分類される医薬品のみとなります。
ホルモン剤および生物学的製剤は腫瘍用薬治
療給付金のお支払いの対象となりません。
■腫瘍用薬治療給付金のお支払限度は同一月に１回です。

がん診断特約について
■責任開始日から90日以内に診断確定されたがんはお支払いできません。
この場合、特約は無効となります。
■がん診断給付金のお支払限度は２年に１回です。

３大疾病保障特約について
■責任開始日から90日以内に診断確定されたがんはお支払いできません。
■３大疾病保険金は１回のみお支払いします。
この場合、特約は消滅します。

生命保険料控除について
■生命保険料控除には
「一般生命保険料控除」
「介護医療保険料控除」
および｢個人年金保険料控除」があります。

■この商品については、
お払込みになる保険料のうち、主契約の保険料は「一般生命保険料控除」の対象となります。

特約の保険料は「介護医療保険料控除」の対象となります。

＊2018年2月現在の税制に基づき記載しております。今後変更される可能性があります。

死亡保険金額や解約返戻金額の推移については設計書の
「健康還付給付金額・死亡保険金額等の明細」
を必ずご確認ください。
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