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うつ病、認知症などに対応、「総合医療保険」販売開始
グローバルカンパニーであるＲＧＡ再保険会社と業務提携

まごころ少額短期保険株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：五十川純）は、本日
（平成 23 年 8 月 23 日）より、医療保障並びに精神行動障害による所得保障を行う「総合医療保
険」を団体向けに日本で初めて販売致します。
本商品は、入院や手術に伴う医療費保障だけでなく、うつ病、認知症、統合失調症など精神行
動障害による休職時における所得の一部も保障するのが特徴です。
当社は、「こころの保険」を商品開発戦略の重要な柱と位置づけ、その第一弾として、この新商
品の販売に漕ぎ着けました。
なお、当社はグローバルカンパニーの「ＲＧＡ再保険会社」と業務提携を行い、同社のネット上で
の自動査定システム（医師の診査がない、ネットからの保険引受システム）の技術提供を受けるこ
とにより、インターネットから簡単な告知で保険の申し込みが出来るようになりました。特に、既往
症など医師の診断が必要とされる特別条件付引受についても、インターネットからの申し込みが
可能となりました。これは国内保険業界初のシステム(当社調べ)となります。
１． 新商品開発の背景
厚生労働省の患者調査によると、わが国におけるうつ病を含む「気分障害」の患者数は既
に 100 万人を突破し、さらに年々増加しております。
この 10 年で 2.5 倍もの急激な増加を示している現状を、当社は見過ごす事が出来ないと考
え、日本初の精神行動障害に対する保険給付に挑戦することに致しました。
体の病だけでなく、心の病に不安がある多くの人々が安心して生活していただける保険とし
て、少しでもお役に立てることを心から願っております。
２． 商品の特長
・精神行動障害保険：
うつ病や統合失調症などで休職される方に対し休職中の所得保障としてお支払い。

・精神行動障害通院保険金：
上記の精神行動障害保険金を受給しながら通院される方に対して通院回数に応じてお支
払い。
・入院保険金
傷害疾病による入院に対して入院日数に応じてお支払。
・手術保険金
傷害疾病による手術に対してお支払。
３．当社について
会社名

： まごころ少額短期保険株式会社

代表者

： 代表取締役 五十川 純

資本金

： 2 億 8,000 万円

設立日

： 2008 年 3 月 6 日

事業内容

： 少額短期保険業

本店所在地

： 東京都渋谷区広尾 3 丁目 12 番 36 号 ワイマッツ広尾４F

登録番号

： 関東財務局長（少額短期保険）第 39 号

３． 業務提携先「RGA 再保険会社」について
本社

： アメリカ合衆国ミズーリ州 セントルイス

設立

： 1992 年（再保険業務開始 1973 年）

保有契約高

： 2 兆 5,400 億ドル（2010 年）

純再保険料

： 66 億 5,968 万ドル（2010 年）

純利益

： 5 億 7,400 万ドル（2010 年）

収入生命再保険料

： 世界第 3 位（2010 年）

財務格付

： スタンダード＆プアーズ AA-(Very Strong)
A.M.ベスト A+(Superior)
ムーディーズ A1(Good)

■本件に関するお問い合わせ先■
〒150-0012 東京都渋谷区広尾 3 丁目 12 番 36 号 ワイマッツ広尾４F まごころ少額短期保険株式会社

Mail: info@magocoro-ins.com TEL: 03-5466-1167 FAX: 03-5466-1169
http://www.magocoro-ins.com
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うつ病、認知症などに対応、「総合医療保険」販売開始
グローバルカンパニーであるＲＧＡ再保険会社と業務提携
平成23年8月23日より弊社は、「医療保険＋精神行動障害に特化した所得補償」という新たな保険のカタチを企業・団体
に提案してまいります。その「開発背景」「商品概略」「商品特長」「保険料」「販売対象・契約形態」の要点を下記にまとめ
たので、ご確認いただきたく存じます。
弊社は、その名が表すように「まごころ」ある商品を、社会情勢や社会保険制度の変更を見据えながら、社会に必要とさ
れる保険を生み出し続けてまいる所存です。

【1】総合医療保険」の開発背景

気分障害の患者数は平成20年には104万人に！
平成8年の43万人から、平成20年には104万人へ約
2.5倍に急増。さらに年々増加するとみられています。
※気分障害は精神障害のうち、気分と意欲に障害が発症するものを言
います。

12年連続で自殺者数は3万人を超える！
自殺者の9割が精神疾患に罹患していた可能性があ
るといわれており、精神疾患の早期発見・早期治療の
ための環境整備が求められております。

精神疾患の患者数は平成20年には323万人に！
平成8年の218万人から、平成20年には323万人へ約
1.5倍に急増。勤労世代のうつ病、高齢者の認知症
などが顕著に増えてきております。

精神疾患を加え五大疾病に！
政府はがん・脳卒中・心筋梗塞・糖尿病の 4大疾病
に、新たに精神疾患を加え 5大疾病とする方針を決
定しました。 (2011年7月6日、厚労省）

【2】「総合医療保険」の商品概略
名

称

支 払 額

1保険期間支払限度額

入院保険金

日額5000円
×入院日数

1入院当たり
60日(30万円)まで

手術保険金

1手術
一律10万円

1保険期間当たり
2回(20万円)まで

精神行動障害
保険金

日額2000円
×休職日数

1保険期間当たり60日
(12万円)まで

精神行動障害通院
保険金

日額2000円
×通院回数

1保険期間当たり
24回(月2回)(4.8万円)まで

※一保険期間とは1年です。

一保険期間
限度額

更新期間
通算限度
無制限

①～④を
合算して
80万円

無制限
300日
300日
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【3】「総合医療保険」の商品特長
①生命保険の医療保険と損害保険の所得補償保険を合わせた日本初の保険のカタチ!
②日本の保険では免責とされる「うつ病」などの保障を割増保険料なしで保障!
③精神行動障害保険金は、「うつ病」などで４日以上休職したら、１日2,000 円を最大60日分所得の上乗せとして支給!
額面30万円の給与所得者の場合では、国の傷病手当金と合わせると給与の手取りと同額程度を確保!!
④ 「うつ病」などで４日以上休職した以降の病院への通院に対しても１日2,000円を月2回分支給! 通院費も確保!!
⑤1日5,000円の入院保障を最大60日分給付!
平成21年度の患者調査によると一般病床の平均在院日数は18.5日。平成22年度の社会診療行為別調査の一般病床
の自己負担額は一日約4,813円。一日5,000円の入院保障で安心は確保!!
⑥生損保各社が通常保障しない普通分娩も最大６泊７日分を保障!!
⑦自己負担額5万円超(３割負担)の手術に一律10万円給付!!
⑧保険料は低額で、１年更新の定期保険だからこそできる社会情勢に合致した保障内容!!

【4】「総合医療保険」の保険料
25-29歳

30-34歳

35-39歳

40-44歳

45-49歳

50-54歳

55-59歳

男

1,440円

1,460円

1,570円

1,670円

1,850円

2,210円

2,870円

女

2,160円

2,210円

1,890円

1,740円

1,750円

1,910円

2,190円

・１年更新の定期保険です。
・保険料は5歳刻みで変更になります。
・入院、手術、精神行動障害の所得補償および通院を全て保障した保険料
・団体専門商品

【5】販売対象・契約形態
1. 販売対象
協会けんぽ・組合健保を利用する企業・団体等、または同就業先に所属する個人
2. 契約形態
団体取扱特約の締結が前提となります。
①任意(個人)加入契約
法人は、従業員に福利厚生サービスとして情報提供し、従業員は自らが万一に備えて保険に加入。
②団体(法人)加入契約（従業員規模１００名以下の法人）
法人は従業員の休職リスク対策を目的として従業員のために付保。

■本件に関するお問い合わせ先■
〒150-0012 東京都渋谷区広尾 3 丁目 12 番 36 号 ワイマッツ広尾４F まごころ少額短期保険株式会社

Mail: info@magocoro-ins.com TEL: 03-5466-1167 FAX: 03-5466-1169
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