
公益社団法人 日本看護協会

⻑期収⼊サポート制度
（団体⻑期障害所得補償保険）

お申込み方法

http://eggs.force.com/Association_login
認証コード︓a1473000

保 険 期 間
申込⼿続き締切⽇ 2022年12⽉15⽇  中途加入の方（場合）毎⽉15⽇

 お⼿続き完了⽇の翌⽉1⽇
 お⼿続きが16⽇以降の場合は翌々⽉1⽇

保 険 料 払 込 ⽅法

2023年1⽉1⽇午後4時から2024年1⽉1⽇午後4時

 クレジットカード決済（⽉払）※決済⽉はカード会社によって異なります

保 険 責 任 開 始⽇ 2023年1⽉1⽇

病気やケガで
働けなくなった場合の

収入の減少に備える
保険です。

PCまたはスマートフォンから

※この制度へのお申込みは、ＷＥＢでのお⼿続きのみとなります。また、保険料の払込⽅法は、クレジットカード決済（⽉払）のみとなります。

保険責任開始⽇
2023年1⽉1⽇ 2022年10⽉20⽇ ~ 2022年12⽉15⽇
2023年2⽉1⽇ 2023年1⽉10⽇ ~ 2023年1⽉15⽇
2023年3⽉1⽇ 2023年1⽉21⽇ ~ 2023年2⽉15⽇
2023年4⽉1⽇ 2023年2⽉22⽇ ~ 2023年3⽉15⽇
2023年5⽉1⽇ 2023年3⽉23⽇ ~ 2023年4⽉15⽇
2023年6⽉1⽇ 2023年4⽉21⽇ ~ 2023年5⽉15⽇
2023年7⽉1⽇ 2023年5⽉20⽇ ~ 2023年6⽉15⽇
2023年8⽉1⽇ 2023年6⽉22⽇ ~ 2023年7⽉15⽇
2023年9⽉1⽇ 2023年7⽉25⽇ ~ 2023年8⽉15⽇
2023年10⽉1⽇ 2023年8⽉22⽇ ~ 2023年9⽉15⽇
2023年11⽉1⽇ 2023年9⽉22⽇ ~ 2023年10⽉15⽇
2023年12⽉1⽇ ＜こちらの保険責任開始⽇での加入申込はできません。＞

（※保険期間の終了⽇は、2024年1⽉1⽇午後4時です。）

【申込⼿続き】受付期間

WEBでお手続きください。

【申込手続き】受付スケジュール



⻑期収入サポート制度は、
会員の皆さまが病気やケガで働けなくなった場合に、収入の一部を補償する保険です。
『最⻑満60歳まで』と⻑期の補償のため、安⼼して療養できます。
団体割引が適用されており、日本看護協会のスケールメリットを活かした割安な保険料で
ご加入いただけます。

病気やケガで⻑期にわたって働けなくなったら、

もし半年以上も休職
することになったら、
給与とか下がってしまうし
困るなぁ

住宅ローン、生活費もかかる。
生命保険や入院保険で
本当に何とかなるのかな？

気分障害（躁病、うつ病など）、不安障害、統合失調症など⼀部の精神障害による就業障害（※）は補償の対象となり
ます。ただし、保険⾦のお⽀払いは最⻑で24ヵ⽉間となります。詳しくは重要事項等説明書をご参照ください。

（※）就業障害とは、被保険者が身体障害を被り、その直接の
結果として就業に⽀障が生じている状態をいいます。詳し
くは重要事項等説明書をご参照ください。

その間の収入はどうしますか︖

⻑期収⼊サポート制度の特⻑

最⻑満60歳（注）までの⻑期補償（C・Dプラン）

いつでもどこでも24時間補償

⼊院中だけでなく医師の指⽰による⾃宅療養中も補償

保険料は介護医療保険料控除の対象
保険料は介護医療保険料控除（介護医療保険料控除は生命保険料控除制度の⼀部です）の対象となります。他の
介護医療保険料と合算して、年間最⾼４万円が所得⾦額から控除されます。

病気やケガで就業障害（※）となり、⽀払対象外期間の90⽇を超えてその状態が継続した場合、最⻑満60歳（注）
まで保険⾦をお⽀払いします。（注）就業障害発生時点で対象期間(⽀払対象外期間終了の翌⽇から満60歳までの期間）が3年に満たな
い場合は、最⻑3年間を対象期間とします。

病気やケガの発生は、国内外を問いません。また、お仕事中に限らず休暇中等であっても補償の対象となります。

入院中に限らず医師の指⽰による⾃宅療養・リハビリテーション中でも、保険⾦のお⽀払い条件を満たす場合は補償の対
象となります。

精神障害も補償
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★表は、各保険の補償内容を簡単に⽰したものです。商品やセットする特約等により、それぞれ補償内容は異なりますのでご注意ください。

「いろんな保険に入っているから⼤丈夫」と思っていませんか︖
各保険でカバーされる領域を確認してみましょう。

△︓ご契約内容によっては補償されない場合もあります
※︓がんのみ

▶生命保険は死亡時に備えるものです。
▶医療保険や入院特約の入院給付⾦は入院⽇数に応じて⽀払われますが、

⽀払われる期間には限度があり、入院費⽤に備えるための補償と⾔えます。
▶⻑期療養による無給状態をカバーするには、所得に対する専用の保険が必要です。

まとめ

⻑期収入サポート制度（団体⻑期障害所得補償保険）でカバーします

所得変化のリスク

病気 ケガ 病気 ケガ 病気 ケガ 病気 ケガ 病気 ケガ

生命保険 ○ ○ △

傷害保険 ○ ○ ○ ○

医療保険・入院特約 △ △ ○ ○ ○ ○ △ △

がん保険 △※ △※ △※ △※

個人年金型保険 ○

⽼後
資⾦

死亡 ⻑期療養 ⼊院 ⼿術 通院
収⼊の減少/ストップ 追加費⽤の発⽣

原因
各種保険

今後も働き続けられるのかな︖
⽣活費は、⼤丈夫かな︖
・・・収入が減ってしまったら、
⽣活は、どうなってしまうのだろう︖

健
康
時
の
収
⼊ 健康保険

傷病⼿当⾦

毎⽉の
⽣活費

(⽣活費が不⾜する部
分)

就業障害発⽣

健康時に⽐べ、
収⼊（所得）は、激減！
医療費等もかかります。

公的保障に頼りきりで⼤丈夫ですか︖
毎⽉のお給料がなくなっても、⽣活費や住宅ローンに教育費…。必要なお⾦は変わりません。

◆一般的な⽀出額例

⾷料 78,576 円
住居 19,848 円
光熱・水道 21,448 円
家具・家事⽤品 12,720 円
被服及び履物 10,463 円
保健医療 13,130 円
交通・通信 49,512 円
教育 19,197 円
教養娯楽 27,452 円
その他の消費⽀出 57,124 円
合計 309,469 円

出典︓総務省統計局「家計調査年報（家計収⽀編）2021年」 出典︓厚生労働省 2020年度 被保護者調査

傷病
19.2％

急迫保護で医療扶助単給 1.7%

要介護状態 0.9%

働きによる収入の減少・喪失
22.3%社会保障給付⾦・

仕送りの減少・喪失
4.5%

貯⾦等の減少・喪失
40.9%

その他 10.5%

◆⽣活保護を開始する理由（20歳〜59歳）
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病気やケガで⽀払対象外期間の30日または90日を超えて就業障害が続いた場合、

●⻑期療養時の収入の減少をしっかりカバー︕

＜所得の減少割合100％の場合のイメージ図＞

障害年⾦など（障害認定された場合のみ）

有
給
休
暇

等

健
康
時
の
収
⼊

⽀払対象外期間
30日間または90日間

就業障害発⽣

Ｃ・Ｄプラン
最⻑満６０歳まで

Ａ・Ｂプラン
最⻑１０年間

保険⾦お⽀払期間 最⻑満６０歳まで

保険⾦お⽀払期間 最⻑１０年間

※上記の補償イメージ図はこの制度を分かりやすくするために簡略化したものです。
※保険⾦のお⽀払いの対象とならない傷病がございます。また、就業障害が開始した⽇の属する⽉の直前12ヵ⽉間の平均所得⽉額

によっては⽀払われる保険⾦が減額となる場合がございます。詳しくは、重要事項説明書をご参照ください。

・毎⽉5万円（1⼝）〜50万円（10⼝）で設定してください。
・平均⽉収の60％以内で設定してください。

急性⼼筋梗塞発作を起こし緊急⼊院しました。
手術後もしばらく⼊院し、退院後も治療・経過観察が続
きました。仕事に復帰したのは発症から ３年後となり
ました。

看護職 ３０代⼥性 B様

⻑期収⼊サポート制度の補償イメージ

入院中に限らず医師の指⽰による⾃宅療養でも、
収入の一部を補償します。

保険⾦のお⽀払い事例

看護職 ４０代男性 A様

胸のしこりに気づき病院で検査をしたところ、
良性の腫瘍と診断。５ヵ⽉後の再検査の際に乳がん発覚。
⾃宅療養しつつホルモン療法、抗がん剤治療。
約６ヵ⽉間保険⾦を受け取り、発症から２年で職場復帰
できました。
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保険期間︓2023年1⽉1日より1年間
（中途加入の方は、加入⽇から2024年1⽉1⽇まで）

⽀払対象外期間︓30日または90日

対象期間︓最⻑10年間 または 最⻑満60歳まで
付帯特約︓精神障害補償特約（最⻑24ヵ⽉間）

妊娠に伴う⾝体障害補償特約（⼥性のみ）
天災危険補償特約

注）1.加入年齢は2023年1⽉1⽇現在（中途加入の方は加入⽇時点）
の満年齢とします。

2.保険料は毎年更新時の年齢群ごとに更新されます。
3.保険責任開始⽇時点の加入数により保険料が変更になる場合があります。

男性 ⼥性 男性 ⼥性
15〜24歳 440 315 250 190
25〜29歳 500 460 265 290
30〜34歳 600 625 290 365
35〜39歳 770 920 390 555
40〜44歳 1,115 1,300 610 780
45〜49歳 1,695 1,960 1,010 1,265
50〜54歳 2,395 2,655 1,685 2,000
55〜59歳 3,605 3,665 2,980 3,215

対象期間

保険⾦⽉額５万円（１⼝）あたり⽉払保険料/団体割引30％適用

90日間（Bプラン）

10年間の
短期補償
タイプ

加入年齢
⽀払対象外期間

30日間（Aプラン）

男性 ⼥性 男性 ⼥性
15〜24歳 695 500 415 305
25〜29歳 780 710 430 435
30〜34歳 910 950 455 550
35〜39歳 1,110 1,330 570 790
40〜44歳 1,460 1,745 805 1,060
45〜49歳 1,875 2,190 1,115 1,405
50〜54歳 1,890 2,065 1,290 1,510
55〜59歳 1,535 1,525 1,200 1,255

対象期間 加入年齢
⽀払対象外期間

30日間（Cプラン） 90日間（Dプラン）

保険⾦⽉額５万円（１⼝）あたり⽉払保険料/団体割引30％適用

60歳までの
⻑期補償
タイプ

4２歳 ⼥性 2⼝(10万円)加入の場合の⽉払保険料

●10年間の短期補償タイプ
⽀払対象外期間30⽇（Aプラン）︓2,600円
⽀払対象外期間90⽇（Bプラン）︓1,560円

●60歳までの⻑期補償タイプ
⽀払対象外期間30⽇（Cプラン）︓3,490円
⽀払対象外期間90⽇（Dプラン）︓2,120円

⽉払保険料表
※1⼝から10⼝まで、お申込みできます。保険⾦⽉額は、年収の1/12×60％の範囲内で設定してください。）

保険料例
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「お申込み」をクリックすると、ユーザ情報の変更画⾯に遷移します。
ご自身のメールアドレスとパスワードを設定してください。

認証コード「＊＊＊＊＊＊」を入⼒しログインします。

ユーザ情報に登録されたメールアドレスへ、「お申込み⼿続き完了のお知らせ」メールが
自動配信されますので、内容をご確認ください。

「新規・変更のお申込み」をクリック

URLまたはQＲコードを読み取り、団体保険申込サイトにアクセスしてください。

ＷＥＢサイトにアクセス

ログイン

パンフレット等で補償内容を確認して、お申込み

告知内容・お申込みプランを⼊⼒し、⼿続き完了

補償開始後は、加⼊状況の確認もWEBで
ユーザ情報に登録されたメールアドレスへ、「補償開始のお知らせ」メールが
自動配信されます。

【URL】http://eggs.force.com/Association_login

認証コードは
「a1473000」です

保険料は毎⽉、ご登録いただくクレジットカードでのお⽀払いとなります。

ＷＥＢでのお申込み（お手続き）について
※機種によっては、スマートフォンでのお申込み時に正しく動作・表⽰されない場合もございます。あらかじめご了承ください）
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病気、ケガによる就業障害が補償の対象となります。また、就業障害発生は、業務上・業務外、
国内外を問いません。（海外旅⾏中の事故による就業障害も補償の対象となります。) 

病気やケガで就業障害となり、⽀払対象外期間終了後もその状態が継続した場合に補償の対象となります。
保険⾦の請求には医師の診断書等が必要となります。また、実際に仕事を⽋勤されていることがわかる資
料をご提出いただきます。

1. ご契約について
「⻑期収入サポート制度」は、⽇本看護協会の団体保険ですので､ 協会を退会した場合、この保険契約から脱退してい
ただくことになります。ただし、補償内容が異なる個⼈保険にお申込みいただくことは可能です。

2. 保険⾦のお⽀払いについて
保険期間中に就業障害が発生し保険⾦をお受取りの場合、脱退されても、保険⾦のお⽀払条件が満たされる限り継
続してお⽀払いします。

以下のいずれかに該当した時までを限度とし、A・Bプランは10年間、C・Dプランは最⻑満60歳まで（注）保険⾦をお⽀払
いします。
（注）就業障害発生時点で対象期間(⽀払対象外期間終了の翌⽇から満60歳までの期間）が3年に満たない場合は、

最⻑3年間を対象期間とします。
■就業に⽀障が残らず職場に復帰したとき
■身体障害が残ったことで就業に⽀障があり、就業障害発生直前の業務に⼀部従事できないが、復職後の所得が就業障

害発生直前の80%以上に回復したとき
■お亡くなりになられたとき（就業障害に該当しません。また死亡保険⾦はありません。）

保険料は掛け捨てになります。

精神障害補償特約の対象となる気分障害（躁病、うつ病など）、不安障害、統合失調症など⼀部の精神障害について
は、保険⾦⽀払対象期間の開始後、最⻑で24ヵ⽉保険⾦をお⽀払いします。詳しくは「重要事項等説明書」をご参照く
ださい。

どのような原因による就業障害が補償の対象となりますか︖

どのような場合に補償の対象となりますか︖

Q1

協会を退会した場合どうなりますか︖

Q4

掛け捨てですか︖Q5

精神障害を原因とする場合でも補償の対象となりますか︖Q6

いつまで保険⾦は⽀払われますか︖

Q2

Q3

⻑期収⼊サポート制度Q&A
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ご利⽤いただけるサービスについて
⻑期収入サポート制度にご加入になられたお客さまに、保険⾦のお⽀払い以外の⾯でもお役に⽴てるよう、健康・
医療に関するご相談や⽇常生活における悩み事等に関するご相談のホットラインサービスを提供しています。
ご相談者様のプライバシーは守られます。匿名でのご相談も可能です。
なお、ご相談の際は、キャピタル損保の保険にご加入いただいている旨をお伝えください。

24時間電話・メ－ル（無料）
⾯談カウンセリング（無料）

日常⽣活 なんでも相談ホットラインサービス
※⾯談カウンセリングはご予約制です。

（本サービスはキャピタル損害保険が㈱セーフティネットに業務委託して⾏うものです。）

⽇常生活におけるあらゆる悩み、困り事の電話によるご相談を電話でお受けします。カウンセリングだけではなく、各分野における専門家からの
アドバイスも受けることができます。※専門家（産業カウンセラー及び看護師を除く）は、相談センターには常駐しておりませんので後⽇対応さ
せて頂く場合があります。
⼼のケアはもちろん、⼼を痛めている原因である困り事の解決にお役⽴てください。

24時間電話（無料） メディカルヘルプ・ホットラインサービス

●看護師の資格を持つ専門スタッフが電話による身体の健康・医療に関する相談を⾏ないます。
●気になる症状が出た際に医療機関をご案内します。●何科を受診したらよいかについてもご相談いただけます。

⽇本看護協会を退会する場合、取扱代理店またはキャピタル損害保険までご連絡いただき、脱退のお⼿続きをお願いします。協会を退会されますと、こ
の団体保険の加入資格を失いますので、資格喪失後に発生した就業障害に対する保険⾦はお⽀払いできません。なお、退会⽇以降に引き落とされまし
た保険料のお取扱いにつきましては、重要事項等説明書をご参照ください。

お問合せ先 〜保険の内容に関するお問い合わせ・ご相談は、下記へご連絡ください。〜

【取扱代理店】 損保ジャパンパートナーズ株式会社 団体職域第二部
〒163-0417 東京都新宿区⻄新宿2-1-1 新宿三井ビル１7階

【引受保険会社】＜幹事＞ 担当︓阪東
〒102-0073 東京都千代⽥区九段北⼀丁目8番10号 住友不動産九段ビル 11階
TEL  03-5276-5602 FAX 03-5276-5609 ホームページアドレス https://www.capital-sonpo.co.jp 

0120-777-970

◆当社は、保険業法に基づく⾦融庁⻑官の指定を受けた指定紛争解決機関である日本損害保険協会と⼿続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を
解決できない場合には、⽇本損害保険協会に解決の申し⽴てを⾏なうことができます。
一般社団法人日本損害保険協会 そんぽＡＤＲセンター 電話番号︓0570-022808[ﾅﾋﾞﾀﾞｲﾔﾙ] 受付時間︓平⽇9:15〜17:00
※詳しくは⽇本損害保険協会のホームページをご覧ください。（https://www.sonpo.or.jp/)）

◆保険会社への苦情・ご相談は、下記へご連絡ください。

お客様相談室 0120-777-970

2022年9月26日作成 Ha444-22-0141

受付時間︓平⽇9:00〜17:00（土⽇祝⽇を除く）

0120-050-844

＜非幹事＞損害保険ジャパン株式会社 医療・福祉開発部第二課
〒163-0417 東京都新宿区⻄新宿1-26-1

（土⽇祝⽇除く）


