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～ 手厚い保障の引受基準緩和型医療保険 ～ 

＜ちゃんと応える医療保険 やさしい EVER＞を発売 
 

アフラック（アメリカンファミリー生命保険会社、日本における代表者・社長：山内 裕司）は、

健康に不安がある方にも加入いただきやすい引受基準緩和型の医療保険＜ちゃんと応え

る医療保険 やさしい EVER＞を 2016 年 3 月 22 日から発売します。 

当社は、2007 年 8 月に引受基準緩和型の医療保険を発売して以来、医療環境の変化及び

お客様ニーズを踏まえた商品改定を行ってきました。 

今般発売する新商品は、三大疾病（がん・急性心筋梗塞・脳卒中）に対する保障を追加し

たことに加え、通院の保障範囲を拡大するなど、標準型の医療保険と同程度の手厚い保障

内容となっています。一方で、保険料の改定を行い、主に 50 歳以上の中高齢層の保険料を

男女ともに引き下げました。 
 

 

 

 三大疾病に対する保障（特約）の追加 

① 「やさしい三大疾病一時金特約」 
三大疾病（がん・急性心筋梗塞・脳卒中）で所定の状態になった場合、治療費や当面の生活費を 

カバーする一時金をお支払いします。なお、2 年に 1 回を限度に、回数無制限でお支払いします。  
② 「やさしい三大疾病保険料払込免除特約」 

三大疾病にかかった際の収入の減少等にお役立ていただくため、所定の事由に該当した場合は、 

以後の保険料はいただきません。 

 

 通院保障の強化 

入院日数の短期化により増加する通院を、「退院後」だけでなく「入院前」も保障します。 
 

 加入しやすい保険料設定 

保険料の改定を行い、男女ともに、主に50歳以上の中高齢層の保険料を引き下げました。 
 

 付帯サービス「ダックの医療相談サポート」も利用可能 

治療費以外の治療方法に関する不安や疑問などにお応えする相談サービスが利用できます。 

① 24 時間健康電話相談サービス＊1 

② セカンドオピニオンサービス＊2 

③ 治療を目的とした専門医紹介サービス＊2 

 

＊1：株式会社ウェルネス医療情報センターが提供するサービスであり、当社によるサービスではありません。
 

＊2：株式会社法研が提供するサービスであり、当社によるサービスではありません。 

 

当社は、多くの方々の「生きる」を創る保険会社として、社会における課題の解決と持続的な成

長をめざし、社会と共有できる価値の創造（CSV＝Creating Shared Value 経営）に努めていきます。 

  

＜ちゃんと応える医療保険 やさしい EVER＞の特長 
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＜ちゃんと応える医療保険 やさしい EVER＞について 

 

  

 

（１） 保障内容： （入院給付金日額5,000円の場合） 

通院ありプランと通院なしプランの選択が可能です。 

 

基本

保障 

給付金名称 通院ありプラン 通院なしプラン 

疾病入院給付金 

災害入院給付金 
1日につき5,000円＊1 1日につき5,000円＊1 

手術給付金 

1回につき 

入院あり：5万円＊1 

入院なし：2.5万円＊1 

1回につき 

入院あり：5万円＊1 

入院なし：2.5万円＊1 

放射線治療給付金 1回につき5万円＊1 1回につき5万円＊1 

疾病通院給付金 

災害通院給付金 
1日につき3,000円＊1 － 

 

 

特約 給付金名称 支払事由（免除事由） 支払額 

やさしい 

先進医療特約 
先進医療給付金 

疾病・ケガによって 

先進医療を受けたとき 

先進医療にかかる技術

料のうち被保険者が負

担した費用と同額＊1 

やさしい 

三大疾病一時金 

特約 

三大疾病一時金 
三大疾病により所定の

事由に該当した場合 

特約給付金額（2 年に 1

回、通算無制限）＊1 

やさしい 

三大疾病保険料 

払込免除特約 

－ 
三大疾病により所定の

事由に該当した場合 

以後の保険料の払込

は不要 

やさしい終身特約 

特約災害死亡 

保険金 

不慮の事故を直接の 

原因として死亡したとき
特約保険金額 

特約死亡保険金 死亡したとき 特約保険金額＊1＊2 

 
＊1：契約日から1年以内は、給付金額などの支払額は50％に削減されます。（やさしい終身特約の特約災害死

亡保険金は削減されません） 

＊2：特約災害死亡保険金が支払われる場合、特約死亡保険金は支払われません。 

 

（２） 付帯サービス： 

「ダックの医療相談サポート」 

・24 時間健康電話相談サービス＊1 

・セカンドオピニオンサービス＊2 

・治療を目的とした専門医紹介サービス＊2 

＊1：株式会社ウェルネス医療情報センターが提供するサービスであり、当社によるサービスではありません。 

＊2：株式会社法研が提供するサービスであり、当社によるサービスではありません。 

 

 

 

 

別  紙 
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（３） 旧商品との比較：  

 

主な改定内容 

（新商品） 

ちゃんと応える医療保険 

やさしいEVER 

（旧商品） 

もっとやさしいEVER 

三大疾病保障 

やさしい三大疾病一時金特約、 

やさしい三大疾病保険料払込免

除特約の新設 

三大疾病保障の特約なし 

通院保障 
入院前60日以内/退院後120日

以内の通院を保障 
退院後120日以内の通院を保障

1入院限度 60日型/120日型 60日型のみ 

契約年齢 満20歳～満85歳 満30歳～満85歳 

保険料払込期期間 終身払/10年払済 終身払のみ 

 

（４） 保険料例： 

入院給付金日額：5,000円、通院給付金日額3,000円（通院ありプランの場合）、やさしい先進医

療特約付加あり 

口座振替、月払、 

保険料払込期間：終身/支払限度60日型（やさしい先進医療特約は10年更新） 

 

（単位：円） 

性別 年齢 

＜やさしい三大疾病保険料払込免

除特約なし＞ 

＜やさしい三大疾病保険料払込免

除特約あり＞ 

通院ありプラン 通院なしプラン 通院ありプラン 通院なしプラン

男性 

20 歳 3,699 3,126 4,996 4,213 

30 歳 3,966 3,321 5,369 4,487 

40 歳 4,409 3,671 6,097 5,068 

50 歳 5,209 4,336 7,259 6,044 

60 歳 6,609 5,526 9,054 7,542 

70 歳 9,193 7,636 12,439 10,282 

80 歳 12,985 10,771 17,421 14,385 

女性 

20 歳 4,145 3,521 5,578 4,729 

30 歳 4,223 3,551 5,654 4,748 

40 歳 4,382 3,656 5,906 4,919 

50 歳 5,006 4,181 6,533 5,459 

60 歳 6,116 5,141 7,550 6,326 

70 歳 8,167 6,841 9,973 8,320 

80 歳 11,026 9,256 13,715 11,480 

  

 

          

 

 

 

 

 

以上 

＜ご注意＞ 

 商品の詳細については、パンフレットと合わせて「お申込みいただく前に」「ご契約のしおり・

約款」等を必ずご確認ください。 

なお、この商品の発売に伴い、2016 年 3 月 21 日をもって、現在取り扱っている＜もっとやさし

い EVER＞は販売停止となります。 


