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 別紙  

約款の改定 

 
■ 対象となるご契約 
① がん保険（定期型） 

お申込日が 2010年 7月 21日～2020年 2月 29日のご契約 
 
② がん保険（終身型） 

お申込日が 2010年 7月 21日～2020年 2月 29日のご契約 
 
③ 医療保険（定期型）   ※「がん特約」が付加されているご契約に限ります。 

お申込日が 2008年 4月 7日～2015年 9月 15日のご契約 
 
 
■ 改定日 

2020年 3月 1日 
 
 
■ 改定内容 
上記ご契約の給付金のお支払対象となる「上皮内新生物」の範囲を拡大いたします。2019 年 10 月 1 日以降に診断確定さ
れた「子宮頚（部）等の高度異形成」については、給付金のお支払対象となる「上皮内新生物」として取扱います。 
※2019年 10月 1日より前に診断確定された場合には、「上皮内新生物」としては取扱いません。 

※「子宮頚（部）等の軽度異形成および中等度異形成」につきましては、「上皮内新生物」としては取扱いません。 

 

対象となる 
保険商品 

① がん保険 
（定期型） 

② がん保険 
（終身型） 

③ 医療保険 
（定期型） 

主契約・各特約 主契約・右記 
2特約を除く各特約 

女性がん特約 女性がん入院特約 がん特約 

改定箇所 主契約の別表１ 
（対象となる悪性新生物および上皮内

新生物（「がん」）） 

別表１ 
（対象となる悪性
新生物および上皮
内新生物（「女性
特定のがん」）） 

別表 
（対象となる悪性
新生物および上皮
内新生物（「女性
特定のがん」）） 

別表１ 
（対象となる悪性

新生物） 

     

詳細につきましては、 
次ページ以降を 
ご確認ください。 

P2～3 P4～5 P6～7 P8～9 
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対象となる保険商品 改定箇所 

・がん保険（定期型）の主契約・各特約 
・がん保険（終身型）の主契約・各特約（「女性がん特
約」、「女性がん入院特約」を除く） 

主契約の別表１ 
（対象となる悪性新生物および上皮内新生物（「がん」）） 

改定内容 
※以下のとおり読み替えます。改定箇所は赤字下線部分です。 

別表１： 対象となる悪性新生物および上皮内新生物（「がん」） 
対象となる悪性新生物および上皮内新生物（「がん」）とは、平成２７年２月１３日総務省告示第３５号に定められた
分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計
分類提要 ＩＣＤ－１０（２０１３年版）準拠」によるものとします。 
なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要」において、新たな分類提要が施行され
た場合は、新たな分類の基本分類コードによるものとします。 

 
（Ⅰ） 悪性新生物 

分類項目 基本分類コード 

口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物＜腫瘍＞ 
消化器の悪性新生物＜腫瘍＞ 
呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物＜腫瘍＞ 
骨及び関節軟骨の悪性新生物＜腫瘍＞ 
皮膚の悪性黒色腫及びその他の皮膚の悪性新生物＜腫瘍＞ 
中皮及び軟部組織の悪性新生物＜腫瘍＞ 
乳房の悪性新生物＜腫瘍＞ 
女性生殖器の悪性新生物＜腫瘍＞ 
男性生殖器の悪性新生物＜腫瘍＞ 
腎尿路の悪性新生物＜腫瘍＞ 
眼、脳及びその他の中枢神経系の部位の悪性新生物＜腫瘍＞ 
甲状腺及びその他の内分泌腺の悪性新生物＜腫瘍＞ 
部位不明確、続発部位及び部位不明の悪性新生物＜腫瘍＞ 
リンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物＜腫瘍＞、原発と記載された又は推定されたもの 
独立した（原発性）多部位の悪性新生物＜腫瘍＞ 
真正赤血球増加症＜多血症＞ 
骨髄異形成症候群 
リンパ組織、造血組織及び関連組織の性状不詳又は不明のその他の新生物＜腫瘍＞（Ｄ４７）
のうち、 
・慢性骨髄増殖性疾患 
・本態性（出血性）血小板血症 
・骨髄線維症 
・慢性好酸球性白血病［好酸球増加症候群］ 

Ｃ００－Ｃ１４ 
Ｃ１５－Ｃ２６ 
Ｃ３０－Ｃ３９ 
Ｃ４０－Ｃ４１ 
Ｃ４３－Ｃ４４ 
Ｃ４５－Ｃ４９ 
Ｃ５０ 
Ｃ５１－Ｃ５８ 
Ｃ６０－Ｃ６３ 
Ｃ６４－Ｃ６８ 
Ｃ６９－Ｃ７２ 
Ｃ７３－Ｃ７５ 
Ｃ７６－Ｃ８０ 
Ｃ８１－Ｃ９６ 
Ｃ９７ 
Ｄ４５ 
Ｄ４６ 
 
 
Ｄ４７．１ 
Ｄ４７．３ 
Ｄ４７．４ 
Ｄ４７．５ 
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（Ⅱ） 上皮内新生物 

分類項目 基本分類コード 

上皮内新生物＜腫瘍＞ 
子宮頚（部）の異形成（Ｎ８７）のうち、高度子宮頚（部）の異形成、他に分類されないもの 
膣のその他の非炎症性障害（Ｎ８９）のうち、高度腟異形成、他に分類されないもの 
外陰及び会陰のその他の非炎症性障害（Ｎ９０）のうち、高度外陰異形成、他に分類されないもの 

Ｄ００－Ｄ０９ 
Ｎ８７．２ 
Ｎ８９．２ 
Ｎ９０．２ 

 
（注）Ｎ８７．２、Ｎ８９．２、Ｎ９０．２については、２０１９年１０月１日以降に診断確定されたものに限ります。 
 
 
上記（Ⅰ）（Ⅱ）の分類項目中「悪性新生物」または「上皮内新生物」とは、新生物の形態の性状コードが悪性または上
皮内癌と明示されているものをいい、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類－腫瘍学 第３版」に記載された形
態の性状コード中、新生物の性状を表す第５桁コードがつぎのものをいいます。 
なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類－腫瘍学」において、新たな版が発行された場合は、新たな版に
おけるコードによるものをいいます。 

 
新生物の性状を表す第５桁性状コード 

／２・・・上皮内癌 
上皮内 
非浸潤性 
非浸襲性 

／３・・・悪性、原発部位 
／６・・・悪性、転移部位 

悪性、続発部位 
／９・・・悪性、原発部位または転移部位の別不詳 

 
（注）国際対がん連合（ＵＩＣＣ）により発行された「ＴＮＭ悪性腫瘍の分類」で病期分類が０期に分類されている病変

は、「上皮内新生物」とみなします。 
 
（注）「Ｒｉｃｈａｒｔ分類」でＣＩＮ３、ＶＩＮ３、ＶＡＩＮ３に分類されている病変のうち、２０１９年１０月１日

以降に診断確定されたものについては、「上皮内新生物」とみなします。  
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対象となる保険商品 改定箇所 

・女性がん特約 
※がん保険（終身型）の特約です。 

※2017年 3月 31日に販売停止しています。 

別表１ 
（対象となる悪性新生物および上皮内新生物（「女性特定
のがん」）） 

改定内容 
※以下のとおり読み替えます。改定箇所は赤字下線部分です。 

別表１： 対象となる悪性新生物および上皮内新生物（「女性特定のがん」） 
対象となる悪性新生物および上皮内新生物（「女性特定のがん」）とは、平成２７年２月１３日総務省告示第３５号に
定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び
死因の統計分類提要 ＩＣＤ－１０（２０１３年版）準拠」によるものとします。 
なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要」において、新たな分類提要が施行され
た場合は、新たな分類の基本分類コードによるものとします。 

 
（Ⅰ） 悪性新生物 

分類項目 基本分類コード 

乳房の悪性新生物＜腫瘍＞ Ｃ５０ 

外陰（部）の悪性新生物＜腫瘍＞ Ｃ５１ 

膣の悪性新生物＜腫瘍＞ Ｃ５２ 

子宮頚部の悪性新生物＜腫瘍＞ Ｃ５３ 

子宮体部の悪性新生物＜腫瘍＞ Ｃ５４ 

子宮の悪性新生物＜腫瘍＞、部位不明 Ｃ５５ 

卵巣の悪性新生物＜腫瘍＞ Ｃ５６ 

その他及び部位不明の女性生殖器の悪性新生物＜腫瘍＞ Ｃ５７ 

胎盤の悪性新生物＜腫瘍＞ Ｃ５８ 
 
（Ⅱ） 上皮内新生物 

分類項目 基本分類コード 

乳房の上皮内癌 Ｄ０５ 

子宮頚（部）の上皮内癌 Ｄ０６ 
その他及び部位不明の生殖器の上皮内癌（Ｄ０７）のうち、 
・子宮内膜 
・外陰部 
・膣 
・その他及び部位不明の女性生殖器 

 
Ｄ０７．０ 
Ｄ０７．１ 
Ｄ０７．２ 
Ｄ０７．３ 

子宮頚（部）の異形成（Ｎ８７）のうち、高度子宮頚（部）の異形成、他に分類されないもの Ｎ８７．２ 

膣のその他の非炎症性障害（Ｎ８９）のうち、高度腟異形成、他に分類されないもの Ｎ８９．２ 

外陰及び会陰のその他の非炎症性障害（Ｎ９０）のうち、高度外陰異形成、他に分類されないもの Ｎ９０．２ 

 
（注）Ｎ８７．２、Ｎ８９．２、Ｎ９０．２については、２０１９年１０月１日以降に診断確定されたものに限ります。 
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上記（Ⅰ）（Ⅱ）の分類項目中「悪性新生物」または「上皮内新生物」とは、新生物の形態の性状コードが悪性または上
皮内癌と明示されているものをいい、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類－腫瘍学 第３版」に記載された形
態の性状コード中、新生物の性状を表す第５桁コードがつぎのものをいいます。 
なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類－腫瘍学」において、新たな版が発行された場合は、新たな版に
おけるコードによるものをいいます。 

 
新生物の性状を表す第５桁性状コード 

／２・・・上皮内癌 
上皮内 
非浸潤性 
非浸襲性 

／３・・・悪性、原発部位 
／６・・・悪性、転移部位 

悪性、続発部位 
／９・・・悪性、原発部位または転移部位の別不詳 

 
（注）国際対がん連合（ＵＩＣＣ）により発行された「ＴＮＭ悪性腫瘍の分類」で病期分類が０期に分類されている病変

は、「上皮内新生物」とみなします。 
 
（注）「Ｒｉｃｈａｒｔ分類」でＣＩＮ３、ＶＩＮ３、ＶＡＩＮ３に分類されている病変のうち、２０１９年１０月１日

以降に診断確定されたものについては、「上皮内新生物」とみなします。  
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対象となる保険商品 改定箇所 

・女性がん入院特約 
※がん保険（終身型）の特約です。 

※2017年 4月 2日より販売開始しています。 

別表 
（対象となる悪性新生物および上皮内新生物（「女性特定
のがん」）） 

改定内容 
※以下のとおり読み替えます。改定箇所は赤字下線部分です。 

別表： 対象となる悪性新生物および上皮内新生物（「女性特定のがん」） 
対象となる悪性新生物および上皮内新生物（「女性特定のがん」）とは、平成２７年２月１３日総務省告示第３５号に
定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び
死因の統計分類提要 ＩＣＤ－１０（２０１３年版）準拠」によるものとします。 
なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要」において、新たな分類提要が施行され
た場合は、新たな分類の基本分類コードによるものとします。 

 
（Ⅰ） 悪性新生物 

分類項目 基本分類コード 

乳房の悪性新生物＜腫瘍＞ Ｃ５０ 

外陰（部）の悪性新生物＜腫瘍＞ Ｃ５１ 

膣の悪性新生物＜腫瘍＞ Ｃ５２ 

子宮頚部の悪性新生物＜腫瘍＞ Ｃ５３ 

子宮体部の悪性新生物＜腫瘍＞ Ｃ５４ 

子宮の悪性新生物＜腫瘍＞、部位不明 Ｃ５５ 

卵巣の悪性新生物＜腫瘍＞ Ｃ５６ 

その他及び部位不明の女性生殖器の悪性新生物＜腫瘍＞ Ｃ５７ 

胎盤の悪性新生物＜腫瘍＞ Ｃ５８ 
 
（Ⅱ） 上皮内新生物 

分類項目 基本分類コード 

乳房の上皮内癌 Ｄ０５ 

子宮頚（部）の上皮内癌 Ｄ０６ 
その他及び部位不明の生殖器の上皮内癌（Ｄ０７）のうち、 
・子宮内膜 
・外陰部 
・膣 
・その他及び部位不明の女性生殖器 

 
Ｄ０７．０ 
Ｄ０７．１ 
Ｄ０７．２ 
Ｄ０７．３ 

子宮頚（部）の異形成（Ｎ８７）のうち、高度子宮頚（部）の異形成、他に分類されないもの Ｎ８７．２ 

膣のその他の非炎症性障害（Ｎ８９）のうち、高度腟異形成、他に分類されないもの Ｎ８９．２ 

外陰及び会陰のその他の非炎症性障害（Ｎ９０）のうち、高度外陰異形成、他に分類されないもの Ｎ９０．２ 

 
（注）Ｎ８７．２、Ｎ８９．２、Ｎ９０．２については、２０１９年１０月１日以降に診断確定されたものに限ります。 
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上記（Ⅰ）（Ⅱ）の分類項目中「悪性新生物」または「上皮内新生物」とは、新生物の形態の性状コードが悪性または上
皮内癌と明示されているものをいい、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類－腫瘍学 第３版」に記載された形
態の性状コード中、新生物の性状を表す第５桁コードがつぎのものをいいます。 
なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類－腫瘍学」において、新たな版が発行された場合は、新たな版に
おけるコードによるものをいいます。 

 
新生物の性状を表す第５桁性状コード 

／２・・・上皮内癌 
上皮内 
非浸潤性 
非浸襲性 

／３・・・悪性、原発部位 
／６・・・悪性、転移部位 

悪性、続発部位 
／９・・・悪性、原発部位または転移部位の別不詳 

 
（注）国際対がん連合（ＵＩＣＣ）により発行された「ＴＮＭ悪性腫瘍の分類」で病期分類が０期に分類されている病変

は、「上皮内新生物」とみなします。 
 
（注）「Ｒｉｃｈａｒｔ分類」でＣＩＮ３、ＶＩＮ３、ＶＡＩＮ３に分類されている病変のうち、２０１９年１０月１日

以降に診断確定されたものについては、「上皮内新生物」とみなします。  
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対象となる保険商品 改定箇所 

・がん特約 
※「医療保険（定期型）」の特約です。 

※2015年 9月 15日に販売停止しております。 

別表１ 
（対象となる悪性新生物） 

改定内容 
※以下のとおり読み替えます。改定箇所は赤字下線部分です。 

別表１： 対象となる悪性新生物 
対象となる「悪性新生物」とは、平成２７年２月１３日総務省告示第３５号に定められた分類項目中下記のものとし、分

類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要 ＩＣＤ－１０
（２０１３年版）準拠」によるものとします。 
なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要」において、新たな分類提要が施行され

た場合は、新たな分類の基本分類コードによるものとします。 
 

分類項目 基本分類コード 

口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物＜腫瘍＞ 
消化器の悪性新生物＜腫瘍＞ 
呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物＜腫瘍＞ 
骨及び関節軟骨の悪性新生物＜腫瘍＞ 
皮膚の悪性黒色腫及びその他の皮膚の悪性新生物＜腫瘍＞ 
中皮及び軟部組織の悪性新生物＜腫瘍＞ 
乳房の悪性新生物＜腫瘍＞ 
女性生殖器の悪性新生物＜腫瘍＞ 
男性生殖器の悪性新生物＜腫瘍＞ 
腎尿路の悪性新生物＜腫瘍＞ 
眼、脳及びその他の中枢神経系の部位の悪性新生物＜腫瘍＞ 
甲状腺及びその他の内分泌腺の悪性新生物＜腫瘍＞ 
部位不明確、続発部位及び部位不明の悪性新生物＜腫瘍＞ 
リンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物＜腫瘍＞、原発と記載された又は推定されたもの 
独立した（原発性）多部位の悪性新生物＜腫瘍＞ 
真正赤血球増加症＜多血症＞ 
骨髄異形成症候群 
リンパ組織、造血組織及び関連組織の性状不詳又は不明のその他の新生物＜腫瘍＞（Ｄ４７）
のうち、 
・慢性骨髄増殖性疾患 
・本態性（出血性）血小板血症 
・骨髄線維症 
・慢性好酸球性白血病［好酸球増加症候群］ 

Ｃ００－Ｃ１４ 
Ｃ１５－Ｃ２６ 
Ｃ３０－Ｃ３９ 
Ｃ４０－Ｃ４１ 
Ｃ４３－Ｃ４４ 
Ｃ４５－Ｃ４９ 
Ｃ５０ 
Ｃ５１－Ｃ５８ 
Ｃ６０－Ｃ６３ 
Ｃ６４－Ｃ６８ 
Ｃ６９－Ｃ７２ 
Ｃ７３－Ｃ７５ 
Ｃ７６－Ｃ８０ 
Ｃ８１－Ｃ９６ 
Ｃ９７ 
Ｄ４５ 
Ｄ４６ 
 
 
Ｄ４７．１ 
Ｄ４７．３ 
Ｄ４７．４ 
Ｄ４７．５ 
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上皮内新生物 
・上皮内新生物＜腫瘍＞ 
・子宮頚（部）の異形成（Ｎ８７）のうち、高度子宮頚（部）の異形成、他に分類されないもの 
・膣のその他の非炎症性障害（Ｎ８９）のうち、高度腟異形成、他に分類されないもの 
・外陰及び会陰のその他の非炎症性障害（Ｎ９０）のうち、高度外陰異形成、他に分類されないもの 

 
Ｄ００－Ｄ０９ 
Ｎ８７．２ 
Ｎ８９．２ 
Ｎ９０．２ 

 
（注）Ｎ８７．２、Ｎ８９．２、Ｎ９０．２については、２０１９年１０月１日以降に診断確定されたものに限ります。 
 
 
上記の分類項目中「悪性新生物」とは、新生物の形態の性状コードが悪性または上皮内癌と明示されているものをいい、厚生
労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類－腫瘍学 第３版」に記載された形態の性状コード中、新生物の性状を表す
第５桁コードがつぎのものをいいます。 
なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類－腫瘍学」において、新たな版が発行された場合は、新たな版に
おけるコードによるものをいいます。 

 
新生物の性状を表す第５桁性状コード 

／２・・・上皮内癌 
上皮内 
非浸潤性 
非浸襲性 

／３・・・悪性、原発部位 
／６・・・悪性、転移部位 

悪性、続発部位 
／９・・・悪性、原発部位または転移部位の別不詳 

 
（注）国際対がん連合（ＵＩＣＣ）により発行された「ＴＮＭ悪性腫瘍の分類」で病期分類が０期に分類されている病変

は、「上皮内新生物」とみなします。 
 
（注）「Ｒｉｃｈａｒｔ分類」でＣＩＮ３、ＶＩＮ３、ＶＡＩＮ３に分類されている病変のうち、２０１９年１０月１日

以降に診断確定されたものについては、「上皮内新生物」とみなします。  
 


