
万が一の保障

２種類の主契約からニーズに合わせて選択可能！

がん治療給付型
(終身がん保険(C2)
（がん治療給付型）（Ⅰ型）)

月ごとの給付により治療費をサポート！

毎月の治療費に備えることができます。

がん治療給付金・自由診療抗がん剤
ホルモン剤治療給付金・自由診療乳房再建給付金

入院だけでなく、増えつつある通院治療も保障します。

一人一人に合った選択肢が選べるよう、幅広い治療を保障します。

長引く治療もしっかりサポートします。

給付金

一時金

治療の長期化や万が一の再発・転移もサポートします。

がん罹患による収入減少やさまざまな出費の増加をカバーできます。

がん診断給付型
(終身がん保険(C3)
（がん診断給付型）)

まとまったお金で治療をサポート！

治療費以外のさまざまな費用に備えることができます。
【回数無制限・１年に１回限度】

【差額ベッド代】 【食事代】
【通院時や見舞いに

来る家族の交通費】 など
【入院時の衣類や

日用品の購入費】

がんの治療を受けるには、治療費の他にもさまざまな費用がかかります！

健康をサポートするがん保険

勇気のお守り

がん予防

たばこを過去１年間吸って
いない方や禁煙に
成功した方は
割安な保険料に！

ＮＥＷ！

がん患者さま向け
オンライン運動レッスン
【有料】

治療後のケア

ＮＥＷ！

がんリスク検査サービスで
早期発見・早期治療に
つなげる！【有料】

早期発見・早期治療

ＮＥＷ！

ご契約からがんの保障の開始までの３か月間は保険料が発生しません。
本がん保険の保障はご契約から３か月後に開始し、がんの保障開始以降に保険料が発生する仕組みです。
※ご契約からがんの保障の開始までの３か月間は保険料が発生しませんが、保険料を割り引いているものではありません。
がんに対する保障の開始(責任開始日)は､保険期間の始期の属する日から起算して3か月経過後となります｡

ＮＥＷ！

●お仕事の内容･健康状態･保険のご加入状況などによっては､ご契約をお引受けできない場合や保障内容を制限させていただく場合があります｡
このご案内は､商品の概要を説明したものです｡詳細につきましては｢商品パンフレット｣｢ご契約のしおり･約款｣｢ご契約に際しての重要事項
(契約概要･注意喚起情報)｣を必ずご覧ください｡

１０/２
新発売

一般社団法人 日本消化器内視鏡学会 会員の皆さまへ

ライフサポート制度
会員の皆さま、ご家族、従業員の方々の生活をお守りする保険制度です。

①

引受保険会社：ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社



プラン① プラン②

0歳～80歳までお申込みOK

入院
(疾病入院給付金)
(災害入院給付金)

1日につき

5,000円
1日につき

10,000円

手術
(手術給付金)

内容により
1回につき

20万円
10万円
5万円

2.5万円

内容により
1回につき

40万円
20万円
10万円
5万円

健康回復支援
(健康回復支援給付金）

5万円 5万円

入院一時金
5万円 10万円

先進医療
(先進医療給付金) 2,000万円限度 2,000万円限度

■保障内容 保険期間 保険料払込期間：終身・集団Ａ扱月払保険料例

短期間の入院でもまとまった

入院一時金が受け取れます！
一般のご契約に比べ、

割安な『団体料率』の保険料！

病気・ケガによる入院・手術の

保障は一生涯
保険料は加入時のまま変わりません！

手術は公的医療保険の対象となる

約1,000種類を保障します！

特約により先進医療の技術料を

通算2,000万円まで保障！

特約により高血圧症・脂質異常症・
高血糖症の投薬治療
に備えられます！

Point

2

Point

１

Point

3
Point

4

Point

5

Point

6

その他の保険料につきましては、取扱保険代理店
（株）カイトーまで、資料請求ください。

※ お仕事の内容・健康状態・保険のご加入状況などに
よっては、ご契約をお引受けできない場合や保障内容
を制限させていただく場合があります。

②

引受保険会社：ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社

病気やケガで入院したとき
1入院60日限度 病気で通算1000日限度

ケガで通算1000日限度

新三大疾病※
なら通算無制限

病気やケガによる所定の手術・放射線治療、
造血幹細胞移植を目的とした骨髄幹細胞または
末梢血幹細胞の採取術を受けたとき

※一部例外や対象外となる手術があります。

約1,000種類の手術に対応

高血圧症・脂質異常症・高血糖症のいずれかの
治療を目的とする投薬治療を受けたとき※

※当社所定の疾病により入院をしたときには、
投薬治療をうけたものとみなし、
健康回復支援給付金をお受取りいただけます。

先進医療※3による療養を受けたとき

通算2,000万円まで保障

疾病入院給付金または災害入院給付金が
支払われる入院をしたとき

日帰り入院対応

何度でも※

1回のみ

1入院1回限度

医療用健康回復支援給付特約
(特定投薬治療給付型)※1

医療用入院一時金特約

医療用新先進医療特約※2

・主契約(疾病入院給付金・災害入院給付金・手術給付金)＋医療用健康回復
支援給付特約(特定投薬治療給付型)＋医療用入院一時金特約＋医療用新
先進医療特約の保障内容です。

・主契約は死亡保険金不担保特則付医療保険（MI-01）Ｂ型・60日型です。
・死亡保険金と保険料払込期間中の解約返戻金はありません。
(死亡保険金不担保特則）

※対象となる新三大疾病は『がん(上皮内がん含)』
『心疾患』『脳血管疾患』です。

※3 厚生労働大臣が定める医療技術・施設基準に該当するものをいい、
療養を受けた日現在に規定されているものに限ります。
そのため、対象となる医療技術・施設基準は変動します。

※このご案内は商品の概要を説明しています。詳細につきましては
「パンフレット」「ご契約に際しての重要事項(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。

※1 すでに別の契約で健康回復支援給付金が支払われている場合には、
付加できません。

※2 被保険者が既にＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社で
所定の先進医療関係の保障にご加入の場合には、付加できません。

特約

特約

契約年齢 30歳 40歳 50歳 60歳

プラン
①

男性 1,976円 2,756円 3,996円 5,801円

女性 1,961円 2,286円 3,071円 4,231円

プラン
②

男性 3,706円 5,166円 7,521円 11,016円

女性 3,711円 4,286円 5,736円 7,926円

http://1.bp.blogspot.com/-v81rCf08fPw/UskGz2G0TVI/AAAAAAAAc8s/6GLqcOo-yx4/s800/omamori.png


●標準コース（支払対象外期間７日）被保険者：会員・会員が開業する医院の従業員
就業不能１回につき、対象期間は最長１年、通算１，０００日の長期補償
入院による就業不能については支払対象外期間０日
入院だけでなく、医師の指示による自宅療養も含みます。
新規は満７９歳まで、継続は満８９歳まで、医師以外の方は新規・継続とも満６９歳まで加入可能
※満７０～８９歳の先生方につきましては年齢によりご加入いただける保険金額に制限がございます。

●奥様入院補償コース（支払対象外期間７日）被保険者：会員の配偶者で、家事労働に従事する家事従事者

対象期間は最長１年、通算１，０００日の長期補償
精神障害による入院も補償の対象です。
（アルコール依存、薬物依存等一部の精神障害は補償対象外）

引受保険会社：損害保険ジャパン株式会社

精神障害も補償の
対象となります!!! 専業主婦の方もご加入可能な

「奥様入院補償コース」をご用意!!

突然の事故や病気で働けない…
収入がなくても生活費は待ったなし!!!

長期間働けなくなったとき
皆さまの生活をサポートします。

新型コロナウイルス（ＣＯＶＩＤ－１９）による就業不能にも対応!!

針刺し事故補償

医療従事者
向けプラン

・ケガによる入院・手術・通院を補償

引受保険会社：損害保険ジャパン株式会社

※約款記載の支払条件を満たせば保険金のお支払い対象

③所得補償プラン
（所得補償保険）

④傷害総合プラン
（傷害総合保険）

●日常生活や業務中のケガによる入院・手術・通院等をワイドに補償

新型コロナウイルスや特定感染症※1に罹患した際の入院・通院費用を補償するプランもございます。
※1 「特定感染症」とは、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に規定する一類感染症、二類感染症、三類感染症

または新型コロナウイルス感染症※2をいいます。2021年９月現在、結核、重症急性呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイルス属
SARSコロナウイルスであるものにかぎります。）、腸管出血性大腸菌感染症（O-157を含みます。）等が該当します。

※2 新型コロナウイルス感染症は、病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関
に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものにかぎります。)であるものにかぎります。

●医療業務中に生じた偶然な「血液暴露（針刺し、切創等）」の際の補償をご用意しました。（針刺し事故等補償）
医療業務（実習を含みます。）に従事中、偶然な血液暴露（ばくろ）事故を原因として以下の症状になった場合に
保険金をお支払いします。
• H I V（ヒト免疫不全ウイルス）・HCV（C型肝炎ウイルス）…感染した場合（発病を待たずに保険金をお支払いします。）
• HBV（B型肝炎ウイルス）…感染後、B型肝炎を発病し治療を受けた場合

●被害事故やひき逃げなどによる死亡・重度後遺障害について、上乗せ補償をご用意しました。（被害事故補償）

オプション➊ 6種類の法的トラブル（被害事故・人格権侵害・借地借家・遺産分割調停・離婚調停・労働）のいずれかに該当し弁護士へ
相談または委任した場合の弁護士費用を補償します。（弁護士費用補償）

オプション➋ 日常生活における偶然な事故により他人にケガを負わせたり、他人の財物を壊したり、誤って線路に立ち入ったことなどに
より電車等を運行不能にさせたこと等によって、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金を
お支払いします。（個人賠償責任補償）

オプションを追加してワイドに補償!!!

弁護のちから
（弁護士費用総合補償特約） 個人賠償責任補償
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③④引受保険会社

損害保険ジャパン株式会社 団体・公務開発部第二課
〒160-8338 東京都新宿区西新宿1-26-1
TEL:03-3349-5402
【受付時間】平日/午前９時から午後５時

詳細につきましては、取扱保険代理店（株）カイトーまで資料請求ください。
※ お仕事の内容・健康状態・保険のご加入状況などによっては、ご契約をお引受けできない場合や補償（保障）内容を制限させていただく

場合があります。
※ このご案内は商品の概要を説明しています。

詳細につきましては、「パンフレット」「ご契約に際しての重要事項（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。

2022年度 日本消化器内視鏡学会 ライフサポート制度 募集要領

商品
③ 所得補償プラン ④ 傷害総合プラン

引受保険会社 ： SOMPOひまわり生命保険（株） 引受保険会社 ： 損害保険ジャパン株式会社

保険料の

お支払い

初回保険料：保険会社に直接お振込みいただきます。

２回目以降：契約日の翌月から毎月ご指定の口座より振替
２０２２年５月から毎月、ご指定の口座より振替

保険期間 終身
２０２２年４月１日午後４時から

２０２３年４月１日午後４時までの１年間

お申込人

ご契約者
お申込人またはご契約者となれるのは、一般社団法人日本消化器内視鏡学会の会員にかぎります。

補償（保障）

の対象者

（被保険者）

・会員ご本人

・会員の配偶者

・会員のお子さま

・会員ご本人

・会員の配偶者（家事従事者）

・会員が開業する医院の従業員

・会員ご本人

・会員の配偶者

・会員のお子さま

・会員の同居の親族

・会員が開業する医院の従業員

お申込方法
下記のコードよりに資料をご請求ください。

各保険商品の詳細資料と正式なお申込書類をご案内します。

口座振替

事務運営費

募集窓口

ライフサポート制度をご利用いただく場合、口座振替事務運営費として、保険料とは別に１回の口座振替につき110円+消費税が
引落されます。あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。

（取扱保険代理店） 株式会社カイトー ドクター営業部
〒１６０－００２３ 東京都新宿区西新宿７－２－６
TEL：０３－３３６９－８８１１ FAX：０３－３３６９－８８５１
e-mail：med-jges@kaito.co.jp
【受付時間】平日/午前９時から午後５時

資料請求

こちらを
ご活用ください

①②引受保険会社

SOMPOひまわり生命保険株式会社
〒163-8626 東京都新宿区西新宿 6-13-1新宿セントラルパークビル
TEL：03-6742-3111（代表）

SOMPOグループの一員です。

▼

上記①②の保障内容

保険料問い合わせ

▼

① 健康をサポートするがん保険

勇気のお守り
②健康をサポートする医療保険

健康のお守り
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