
介 
この書類は重要ですので大切に保管してください 

 

団体信用介護保障保険にお申込みされる方へ 
 
 

重要事項に関するご説明 
 
 

この書類には下記の内容が記載されています。「団体信用介護保障保険（契約概要）」「団体信用介護保

障保険（注意喚起情報）」および「団体信用介護保障保険申込書兼告知書の記入・提出の前に」は、ご加

入の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項、およびご加入のお申込みに際し

て特にご注意いただきたい事項を記載しております。ご加入前に必ずお読みいただき、内容とあわせて、

この保険の目的がご自身の加入目的に合致しているかを必ずご確認ください。 

また、「団体信用介護保障保険のご説明（別紙１および２）」および「個人情報の取扱について」につ

いてもあらかじめお読みください。 

なお、この保険の内容について、ご家族の方にも必ずご説明をお願いいたします。 
 
 

【この書類の内容】 
 

１枚目：  重要事項に関するご説明（本頁） 

２・３枚目：特に重要なお知らせ（団体信用介護保障保険契約概要） 

４～６枚目：特に重要なお知らせ（団体信用介護保障保険注意喚起情報） 

７枚目：  団体信用介護保障保険加入申込書兼告知書の記入・提出の前に 

８枚目：  加入申込書兼告知書の記入要領 

９枚目：  団体信用介護保障保険のご説明・個人情報の取扱について〔別紙１〕 

10 枚目：  団体信用介護保障保険のご説明〔別紙２〕 

 

2019 年 4 月改定 



ご加入のみなさまへ 
 
 
 
この「団体信用介護保障保険（契約概要）」は、ご加入の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認

いただきたい事項を記載しています。ご加入前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、

お申込みいただきますようお願いいたします。 
契約概要に記載のお支払事由や給付に際しての制限事項などは、概要や代表事例を示しています。各事

項の詳細等については団体信用介護保障保険のご説明〔別紙１〕・〔別紙２〕を必ずご確認ください。 
 
１．商品名称 

団体信用介護保障保険 
 
２．商品の特徴 

住宅ローンなどを借り入れた賦払債務者を被保険者として、その債務の返済期間中に債務者が所定の要

介護状態に該当した場合に、支払われる介護保険金をもって債務の弁済（債権の回収）を行うため、金

融機関等の債権者（または金融機関等から融資を受けられた方の債務を保証する保証会社）を保険契約

者として運営する団体保険商品です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

介護保険金額は債務残高（未償還元本残高）に応じて定まり、債務の返済に応じて変動（逓減）いた

します。加入可能年齢につきましては、保険契約者にご確認ください。 
 
 
 

      団体信用介護保障保険（契約概要） 特に重要なお知らせ 
（重要事項説明） 
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３．保険期間について  
ローンが終了したとき、もしくは、所定の年齢に達したときまでです。また、前記以外にもこの保険が終

了する場合があります。詳細は金融機関にご確認ください。 
 
４．保険料について 
保険料は、保険契約者が負担します。 

 
５．保険金が支払われる場合 

介護保険金をお支払いする事由はつぎのとおりです。 
○加入日以後の病気やケガによって、保険期間中に、引受生命保険会社所定の要介護状態に該当し、そ

の状態が 180 日継続したとき 
○加入日以後の病気やケガによって公的介護保険制度による要介護３以上に該当していると認定され

たとき 
※保険金の受取人は、保険契約者であり、被保険者は受取人を指定することはできません。 

 
６．介護保険金のお支払制限について 

介護保険金の支払事由に該当し介護保険金が支払われた後、保障が消滅する場合 
○お支払事由に該当し介護保険金が支払われた場合には、その保障は消滅します。 
○別途ご加入の団体信用生命保険契約により高度障害保険金が支払われた場合には、債務残高がなくな

るため、介護保険金を重複してお支払いしません。また、同団体信用生命保険契約により死亡保険金

が支払われた場合には、債務残高がなくなるため、その後、介護保険金の請求を受けても、これをお

支払いしません。 
☆団体信用生命保険契約および団体信用介護保障保険契約にご加入の場合のご留意点 

死亡保険金・高度障害保険金・介護保険金のうちいずれか一つの保険金が支払われた場合、その被保険者についての

保障は終了し、以後保険金受取人から他の保険金の支払請求がなされても、他の保険金は支払われません。該当の保

険契約により支払われる保険金額は、請求された保険金のお支払事由に被保険者が該当されたときの債務額を基準に

定まりますので、請求される保険金の種類により支払われる保険金額が異なる場合があります。十分ご留意ください。 
 

 
 
 
 
 
 
 
７．脱退による返戻金について 

この保険には、脱退による返戻金はありません。 
 
８．引受生命保険会社 

この保険契約は、太陽生命保険株式会社を引受生命保険会社とする生命保険契約です。 
 
 
 

債務額＝保険金額 

所定の要介護状態と診断確定 死亡 

 
所定の要介護状態と診断確定されたとき
の債務額（保険金額）が死亡されたときの
債務額（保険金額）を上回る場合がありま
すので、保険金のご請求にあたっては十分
ご留意ください。 
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ご加入のみなさまへ 
 
 
 
この「団体信用介護保障保険（注意喚起情報）」は、ご加入のお申込みに際して特にご注意いただきたい
事項を記載しています。ご加入前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みいた
だきますようお願いいたします。お支払事由および制限事項の詳細やご契約の内容に関する事項、その
他詳細については、「団体信用介護保障保険のご説明〔別紙１〕・〔別紙２〕」を必ずご確認ください。ま
た、保障内容（保険金が支払われる場合、保険金をお支払できない場合等）、保険金額および保険期間が
ご自身のご意向に沿った内容となっているかをあわせてご確認ください。 
 

 
○健康状態等について、加入申込者ご本人がありのままを告知ください。（告知義務） 
・加入申込者には健康状態等について告知いただく義務があります。したがいまして、ご加入にあたって
は、過去の傷病歴、現在の健康状態、身体の障がい等、引受保険会社が「加入申込書兼告知書」でおた
ずねする事項について、加入申込者ご本人が、事実をありのまま正確にもれなくご記入ください。  

○販売会社・金融機関・生命保険会社の職員等へお話しいただいても告知したことにはなり

ません。 
・販売会社・金融機関の担当者・生命保険会社の職員（営業職員・コールセンター担当者等）等は告知を
お受けする権限がなく、口頭でお話しされても告知をいただいたことにはなりません。告知にあたって
は、「加入申込書兼告知書」にご記入のうえご提出ください。  

○傷病歴等があるある場合でも、全てのご加入をお断りするものではありません。 
・現在または過去の健康状態等によっては、契約者間および加入者（被保険者）間の公平性を保つため、
ご加入をお断りすることがあります。ただし、傷病歴等がある場合（「加入申込書兼告知書」の告知事
項に該当する場合）でも、現在の健康状態によっては、ご加入をお引受できる場合がありますので、事
実をありのまま正確に告知ください。 

・傷病歴等がある場合（「加入申込書兼告知書」の告知事項に該当する場合）のお引受けの判断に際して
は、「医師の診断書等」をご提出していただくことがあります。  

○「告知義務違反」があった場合、保険金が支払われない場合があります。 
・告知いただく事項は、「加入申込書兼告知書」に記載しています。これらについて、故意または重大な
過失によって、事実を告知されなかったり、事実と異なることを告知された場合、保障開始日から２年
以内であれば「告知義務違反」としてこの保険契約のその被保険者についての部分が解除される場合が
あります。お支払事由が発生した後においても解除される場合があります。 

・次のような事例は、事実を告知されなかったり、事実と異なることを告知された場合にあたります。 
（事例１）医師の治療（診察・検査・指示・指導を含みます）・投薬を受けているにもかかわらず、そ

の旨の告知をされなかった。 
（事例２）Ａの病気の治療中にもかかわらず、Ａと異なるＢの病気について治療中である旨を告知され

た。 
（事例３）Ａ・Ｂ両方の病気を治療中にもかかわらず、Ａの病気についてのみ治療中である旨を告知さ

れた。 
（事例４）「加入申込書兼告知書」の記入日（告知日）欄に「告知事項の実際の記入日」以外の日を記

入され、記入日（告知日）の健康状態が事実と相違した。 
・解除された場合には、お支払事由が発生していても、保険金は支払われません。既に保険金が支払われ
ていたときは、引受保険会社はその返還を請求します。（ただし、お支払事由の発生が解除の原因とな
った事実によらない場合には、保険金は支払われます。） 
（※）なお、「告知義務違反」として解除される場合以外にも、保険金が支払われない場合があります。

例えば、「告知義務違反」の内容が特に重大な場合、保障開始日から２年経過後でも、詐欺によ
る取消しを理由として、保険金が支払われないことがあります。  

○借換え融資について 
・あらためて団体信用介護保障保険にご加入いただくことになりますので、借換え日があらたな保障開始
日となります。このため、借換え前にご加入いただいていた団体信用介護保障保険からの保障を継続い
たしません。 

・あらたに「加入申込書兼告知書」に告知していただく必要があります。 
 

      団体信用介護保障保険（注意喚起情報） 特に重要なお知らせ 
（重要事項説明） 

告知に関する重要事項 
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・告知が必要な傷病歴等がある場合は、あらたなご加入をお引受けできなかったり、その告知を正しくさ
れなかったために告知義務違反としてこの保険契約のその被保険者についての部分が解除となり、保険
金が支払われない場合があります。 

 
 
１．ご加入のお申込みの撤回（クーリング・オフ制度） 

この保険は、団体を保険契約者とする保険契約であり、被保険者となられる方のご加入のお申込みには
クーリング・オフの適用がございません。  

２．ご加入の責任開始期 
○加入申込書兼告知書によるお申込みを引受生命保険会社が承諾した場合、「引受生命保険会社が承諾
した日」または「金融機関の融資実行日」のいずれか遅い日からご契約上の責任を負います。 

○生命保険会社職員・金融機関職員等には保険への加入を決定し、責任を開始させるような代理権はあ
りません。  

３．保険金等をお支払いできない場合 
つぎのような場合には、介護保険金をお支払いできないことがあります。 
①免責事由 
・被保険者の故意 
・保険契約者の故意 
・保険金受取人の故意 
・被保険者の薬物依存 
・戦争その他の変乱（注） 

（注）その該当被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎におよぼす影響が少ない場合には、引受保険会社は

その程度に応じ、保険金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払うことがあります。 
 
②加入（責任開始）日前の疾病や不慮の事故 
介護保険金のお支払いは、要介護状態の原因となる傷病等が加入日以後に生じた場合に限ります。原
因となる傷病が保障開始日前より生じていた場合は、その傷病をご加入時に告知いただいた場合でも、
お支払いの対象とはなりません。 
 
  〈具体例〉 

            加入日 7 月 3 日 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
③告知義務違反 
保険契約者または被保険者から告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約の全部またはその被
保険者の部分が告知義務違反により解除された場合 

④詐欺による取消し 
保険契約者または被保険者による詐欺による行為を原因として、保険契約の全部またはその被保険者
の部分が取消しとされた場合 

⑤不法取得目的による無効 
保険契約者または被保険者に保険金等の不法取得目的があって、保険契約の全部またはその被保険者
の部分が無効である場合 

⑥重大事由解除 
保険契約者、被保険者または保険金受取人が保険金等を詐取する目的で事故招致をしたときや暴力団
関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなど、重大事由に該当し、保険契約の全
部または一部が解除された場合 

⑦保険契約の失効 
保険契約者から保険料の払込みがなく、保険契約が効力を失った場合     

ご契約にあたっての重要事項 

例 1 7 月 5 日 

傷害または疾病 

例 2 6月 29日 

傷害または疾病 

要介護状態に該当 

  【○支払】 

 
要介護状態に該当 

【×支払対象外】 

 



  
４．脱退による返戻金について 

この保険には、脱退による返戻金はありません。  
５．信用リスクについて 

引受生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、介護保険金額が削減されることがあります。  
６．生命保険契約者保護機構について 

引受生命保険会社は、生命保険契約者保護機構に加入しています。生命保険契約者保護機構の会員であ
る生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図
られることがありますが、この場合にも保険金額等が削減されることがあります。 
詳細については、生命保険契約者保護機構までお問い合わせください。 

 
〔お問い合わせ先〕生命保険契約者保護機構  

TEL ０３－３２８６－２８２０ 
「月曜日～金曜日（祝日 年末年始を除く）午前９時～正午、午後１時～午後５時」 

ホームページアドレス https://www.seihohogo.jp/  
７．保険金の支払いに関する手続き等の留意事項 

○受取人である保険契約者からのご請求に応じて、保険金のお支払いを行う必要がありますので、保険
金のお支払事由が生じた場合だけでなく、支払の可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じ
た場合等についても、すみやかに取扱金融機関にご連絡ください。 

○お支払事由が発生する事象、保険金をお支払いする場合またはお支払いできない場合については、「団
体信用介護保障保険のご説明〔別紙１〕・〔別紙２〕」等に記載しておりますので、併せてご確認くだ
さい。 

 
８．生命保険協会における「生命保険相談所」について 

この保険に係る指定紛争解決機関は（一社）生命保険協会です。 
（一社）生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書（電子メール・ＦＡＸは不可）・来訪に
より生命保険に関するさまざな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」
を設置し、電話にてお受けしております。（ホームページアドレス https://www.seiho.or.jp/） 
なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則と
して１ヵ月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争
解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っておりま
す。 

 
９．この保険に関するご照会先について 

○保険契約に関する諸手続きのご照会については、お申込みされた取扱金融機関等へお尋ねください。 
○その他のご照会 
引受生命保険会社：太陽生命保険株式会社 団体保険課 電話０３－３２７２－６３１８ 

（受付時間 ９：００～17：００ 土・日・祝日・年末年始を除く） 
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団体信用介護保障保険加入申込書兼告知書の記入・提出の前に 
 

必ず「個人情報の取扱について」「団体信用介護保障保険のご説明（別紙１）・（別紙２）」 
「重要事項説明（契約概要）（注意喚起情報）」をよくお読みのうえ、次の点にご留意ください。 

 
 
１．「加入申込書兼告知書」の記入は非常に重要です。 
 
２．「加入申込書兼告知書」は必ず加入申込者ご本人がご記入ください。 
・販売会社・金融機関の方、ご親族等、他の方に記入をお任せにならないでください。  

３．記入日（告知日）現在の健康状態をありのままご記入ください。 
告知の内容と事実が違っていた場合には、保険金が支払われず債務が弁済できないこと

があります。 
・現在および過去の健康状態などについて、ありのままをお知らせいただくことを「告知」といいま
す。 

・ご加入にあたっては、過去の傷病歴、現在の健康状態、身体の障がい等、「加入申込書兼告知書」
でお尋ねする事項について、事実をありのまま正確にもれなくご記入ください。 

・告知の内容と事実が異なっていた場合には、生命保険会社から金融機関等に保険金が支払われず
債務を弁済できないことがあります。  

〈ご注意〉 
次のような事例は、事実を告げなかったか、事実と異なることを告げた場合に該当します。 
① 医師の治療（診察・検査・指示・指導を含む）を受けているにもかかわらず、その旨の記入が

されていない。 
② Ａの病気の治療中にもかかわらず、Ｂの病気を治療中の旨記入された。 
③ Ａ・Ｂ両病気とも治療中にもかかわらず、Ａの病気のみ治療中の旨記入された。 
④ 告知事項欄は本人が記入したが、記入日欄に記入せず、後日、告知事項欄の記入日以外の日が

記入されたため、記入日現在の健康状態が事実と相違した。  
４．傷病歴等がある場合でも、全てのご加入をお断りするものではありません。 
・現在または過去の健康状態等によっては、契約者間および加入者（被保険者）間の公平性を保つ
ため、ご加入をお断りすることがあります。ただし、傷病歴等がある場合（「加入申込書兼告知書」
の告知事項に該当する場合）でも、現在の健康状態によっては、ご加入をお引受できる場合があり
ますので、事実をありのまま正確に告知ください。 

 
５．販売会社・金融機関・生命保険会社の職員等へお話しいただいても告知したことにはな

りません。 
・販売会社・金融機関の担当者、生命保険会社の職員（営業職員・コールセンター担当者等）等は

告知をお受けする権限がなく、口頭でお話されても告知いただいたことにはなりません。 
告知にあたっては、「加入申込書兼告知書」にご記入のうえご提出ください。 

 
６．借換え融資の場合は、借換え前にご加入いただいていた団体信用介護保障保険契約から

の継続的な保障はいたしませんので十分ご注意ください。 
・あらためて団体信用介護保障保険にご加入いただくことになりますので、借換え日があらたな保
障開始日となります。このため、借換え前にご加入いただいていた団体信用介護保障保険からの保
障は継続いたしません。 

・あらたに「加入申込書兼告知書」に告知していただく必要があります。 
・告知が必要な傷病歴等がある場合は、あらたなご加入の引受ができなかったり、その告知を正し

くされなかったために告知義務違反としてこの保険契約のその被保険者についての部分が解除と
なり、保険金が支払われない場合があります。 

 
重要なご案内です。必ずお読みください。 

2019 年 4 月改定 



  
 

 

 
※指示・指導とは 

 医師の診察、検査を受けた結果、再検査をすすめられること、治療・投薬・入院・手術を 
すすめられること、日常の生活指導・勤務上の制限・アドバイス等を受けることをいいます。 

※２週間以上にわたりとは 
一連の病気やけがで、医師の治療（指示・指導を含みます）や投薬を受け、転院・転科を含め、初

診から終診までの継続加療期間で、医師の管理下にあった期間をいいます。 
（実際の診察日数ではありません。） 

＊最後に再度告知内容を見直し、過去および現在における告知事項にもれがないこと

を確認してください。告知事項にもれがある場合には、万が一の場合に保険金等を

お支払できないことがあり、保険金を債務の返済に充当できなくなりますので、十

分にご注意ください。 

住所・生年月日・

性別を記入して

ください。 
 

消せるボールペンでのご記入はできません。 

「あり」と答えた

方は傷病の名前、

障害状態、症状、

治療期間、入院・

手術の有無等を

詳しく記入して

ください。 
複数の病気があ

る場合も全て記

入してください。 

１～３の告知書に

ついて該当する場

合には「あり」を○

で囲んでください。 
(ご記入のない場合

は、告知がないもの

とさせていただき

ます) 

｢高血圧｣｢糖尿

病｣｢肝臓に関す

る病気｣の方はそ

れぞれの箇所に

最近の検査値等

を記入してくだ

さい。 

二箇所とも自筆で

記入してください。

(ゴム印は使用しな

いでください) 
お書き損じの場合

は、二重線とサイン

にて抹消してくだ

さい。 

加入申込書兼告知書の記入要領 

 

この「加入申込書

兼告知書」に記入

する日を書いて

ください。 



団体信用介護保障保険のご説明 別紙１ 
１．団体信用介護保障保険とは……この保険は、信用供与機関（銀行等）または信用保証機関（保証会社等）を保険契約者、信

用供与機関から住宅ローン等の各種ローンを借入れた賦払債務者を被保険者とする保険契約で、被保険者が保険期間中に
所定の要介護状態（別紙２）に該当しその状態が１８０日継続したとき、または公的介護保険制度により要介護３以上に
該当と認定されたとき、生命保険会社が所定の保険金を保険契約者（保険金受取人）に支払い、その保険金をもって当該
債務の返済に充当することを目的とした団体保険です。お申込み前に保障内容等がご意向に沿った内容となっているかご
確認願います。また、あらかじめご家族の方々にも、この保険の内容についてご説明願います。 

 
２．団体信用介護保障保険のご加入について……被保険者は、この保険契約ご加入の際（融資実行を受ける時）健康であること

を要します。このためご加入時には、「加入申込書兼告知書」で健康状態等を告知していただきます。 
 また、保障開始日は「加入申込書兼告知書」により引受保険会社がご加入を承諾した場合、融資実行日となります。た
だし、すでに融資を受けられている債務者が加入申し込みを行う場合は、加入承諾日となります。従って融資実行日また
は加入承諾日のいずれか遅い日が保障開始日となります。 
 借換え融資の場合は、借換え前にご加入いただいていた団体信用介護保障保険からは脱退となります。借換え前にご加
入いただいていた団体信用介護保障保険からの保障は継続いたしませんので十分ご留意ください。なお、あらためて団体
信用介護保障保険にご加入いただくことになりますが、健康状態によってはご加入いただけない場合がありますのでご了
承ください。 

 
３．告知義務違反による解除……お客様の告知に際し事実を記入されなかったり、事実と異なることを記入されますと、保険金

が支払われない等不利益をこうむる場合がありますので、特にご注意ください。 
 
４．保険金のお支払い……被保険者が保障開始日以降に発生した傷害または疾病により保険期間中に次のいずれかに該当した場

合、介護保険金が支払われます。 
（１）所定の要介護状態に該当し、該当した日から起算してその状態が１８０日継続していると医師に診断確定されたとき 
（２）公的介護保険制度により、要介護３以上に該当していると認定されたとき 

所定の要介護状態については、別紙２に記載してありますのでご確認ください。 
 
５．介護保険金が支払われない場合……被保険者が次のいずれかに該当した場合、介護保険金のお支払いができません。 

① 「加入申込書兼告知書」に、告知日現在および過去の健康状態などについて事実を告げなかったか、または事実と異なる
ことを告げ、この保険契約のその被保険者についての部分が解除されたとき 

② 保障の開始日前の傷害または疾病が原因で要介護状態になられたとき 
（その傷害や疾病をご加入時に告知いただいた場合でもお支払いの対象とはなりません） 

③ 被保険者の故意により要介護状態になられたとき 
④ 保険契約者の故意により要介護状態になられたとき 
⑤ 保険金受取人の故意により要介護状態になられたとき 
⑥ 被保険者の薬物依存により要介護状態になられたとき 
⑦ 戦争・その他の変乱により要介護状態になられたとき 
⑧ 保険契約またはこの保険契約のその被保険者に対する部分について詐欺の行為があったとして、この契約の全部またはそ

の被保険者についての部分が取消しとなったとき 
⑨ 保険金を不法に取得しよう（他人に取得させよう）とする目的があったとして、この保険契約の全部またはその被保険者

についての部分が無効となったとき 
⑩ 保険金を詐取する目的で事故招致をした場合や暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当すると認められた場合など、重

大事由により保険契約が解除されたとき 
 
６．保険事故発生の場合の連絡……万一、被保険者に保険事故（所定の要介護状態（別紙２））が発生した場合は直ちに保険契

約者（金融機関）にご連絡ください。また、支払可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合等についても、
直ちに保険契約者（金融機関）にご連絡ください。 

 
７．法令等の改正に伴う契約条項等の変更……公的介護保険制度の改正が行われた場合でとくに必要と認めたときは、主務官庁

の認可を得て、保障内容等を変更することがあります。 
 

〈個人情報の取扱について…保険契約者と生命保険会社からのお知らせ〉 
「加入申込書兼告知書」に記載の個人情報（氏名、性別、住所、電話番号、生年月日、健康状態、職業、ローン情報等）（以

下「個人情報」といいます。）は、「加入申込書兼告知書」に記載の保険契約者である金融機関等（以下、「契約者」といいます。）
が取得し、契約者が保険契約を締結する生命保険会社に提供します。契約者は当該保険の運営において入手する個人情報を、本
契約の事務手続きのため使用します。 
また、加入諾否結果はローンのお借入に際し使用することがあります。 
生命保険会社は、契約者から提供された個人情報を次の目的のため業務上必要な範囲で利用（注）します。 

① 各種保険契約の引受け・ご継続・維持管理、保険金等のお支払い 
② 関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理 
③ 生命保険会社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実 
④ その他保険に関連・付随する業務 

また、契約者に上記目的の範囲内で提供します。 
なお、今後、個人情報に変更等が発生した際にも、引続き契約者および生命保険会社においてそれぞれ上記に準じ個人情報が

取り扱われます。記載の引受保険会社は、今後変更する場合がありますが、その場合、個人情報は変更後の引受保険会社に提供
されます。 
 

（注）保健医療等の機微（センシティブ）情報については、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と
認められる目的に利用目的が限定されています。 

 



団体信用介護保障保険のご説明 別紙２ 
１．介護保険金のお支払いについて 

被保険者が保障開始日以降に発生した傷害または疾病により保険期間中に次のいずれかに該当したときに介護保険金が支

払われます。 
（１）所定の要介護状態に該当し、該当した日から起算してその状態が１８０日継続していると医師に診断確定されたとき 
（２）公的介護保険制度により、要介護３以上に該当していると認定されたとき 

２．所定の要介護状態とは、つぎの（１）から（３）のいずれかに該当した場合をいいます。 
（１）下表の項目（１～５）のうち１項目が全部介助の状態に該当し、かつ、他の１項目が全部介助または一部介助の状態に

該当したとき 
（２）下表の項目（１～５）のうち３項目が一部介助の状態に該当したとき 
（３）器質性認知症、かつ、意識障害のない状態において見当識障害があると診断確定されたとき 

項   目 状   態 

1 

歩行 
立った状態から、日常生活

を遂行するうえで必要な

歩行ができるかどうか 

（１）全部介助 介助がなければ自分ではまったくできない。 
何かにつかまっても、誰かに支えてもらっても不可能な場合で、車椅子を使

用しなければならない状態。寝たきりの場合を含みます。 
（２）一部介助 補装具等を使用しても介助がなければ困難 
（３）ほぼ自立 補装具等を使用すれば自分でできる。 
（４）自立   自分でできる。 

2 

衣服の着脱 
眼前に用意された衣服を

着ることができ、かつ、脱

ぐことができるかどうか。

収納場所からの出し入れ

等は含みません。 

（１）全部介助 介助がなければ自分ではまったくできない。 
（２）一部介助 衣服を工夫しても介助がなければ困難 
（３）ほぼ自立 衣服を工夫すれば自分でできる。 

補装具等を使用している場合を含みます。 
（４）自立   自分でできる。 

3 

入浴 
浴槽の出入りおよび洗身

ができるかどうか。浴室へ

の移動や衣服の着脱等は

含みません。 

（１）全部介助 介助がなければ自分ではまったくできない。 
（２）一部介助 浴槽などを工夫しても介助がなければ困難 
（３）ほぼ自立 浴槽などを工夫すれば自分でできる。 

補装具等を使用している場合を含みます。 
（４）自立   自分でできる。 

4 

食物の摂取 
眼前に用意された食物を

食べることができるかど

うか。配膳や後かたづけ等

は含みません。 

（１）全部介助 介助がなければ自分ではまったくできない。 
スプーン・フィーディング、経管栄養、胃瘻または中心静脈栄養等の場合を

含みます。 
（２）一部介助 食器・食物等を工夫しても介助がなければ困難。 

切る、ほぐす、皮を剥く、骨をとる等の介助が必要な場合を含みます。 
（３）ほぼ自立 食器・食物等を工夫すれば自分でできる。 

補装具等を使用している場合を含みます。 
（４）自立   自分でできる。 

5 

排泄 
排泄および排泄後の後始

末ができるかどうか。トイ

レへの移動や衣服の着脱

等は含みません。 

（１）全部介助 介助がなければ自分ではまったくできない。 
排泄を常時おむつに依存している場合を含みます。 

（２）一部介助 特別の器具を使用しても身体に触れて行う直接的な介助がなければ困難 
（３）ほぼ自立 特別の器具を使用すれば自分でできる。使用した特別の器具の後始末などの

間接的な援助が必要な場合を含みます。 
（４）自立   自分でできる。 

●「器質性認知症と診断確定されたとき」とは、つぎの①および②のすべてに該当する「器質性認知症」であることを、医師の

資格をもつ者により診断確定された場合をいいます。 
①脳内に後天的におこった器質的な病変あるいは損傷を有すること 
②正常に成熟した脳が、前①による器質的障害により破壊されたために、一度獲得された知能が持続的かつ全般的に低下した

ものであること 
●「意識障害」とは、通常、対象を認知し、周囲に注意を払い、外からの刺激を的確にうけとって反応することのできる状態を

意識がはっきりしているといいますが、この意識が障害された状態を意識障害といいます。 
●「見当識障害」とは、つぎの①～③のいずれかに該当する場合をいいます。 

①時間の見当識障害：季節または朝・真昼・夜のいずれかの認識ができない。 
②場所の見当識障害：今住んでいる自分の家または今いる場所の認識ができない。 
③人物の見当識障害：日頃接している周囲の人の認識ができない。 

 
３．公的介護保険制度とは 

「公的介護保険制度」とは、介護保険法（平成 9 年 12 月 17 日法律第 123 号）にもとづく介護保険制度をいいます。 
 
４．要介護３以上とは 

「要介護３以上」とは、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令（平成 11 年 4 月 30
日厚生省令第 58 号）第 1 条第 1 項に定める要介護３から要介護５までのいずれかの状態をいいます。 


