
             

         保険代理店業 生業                 佐藤 美和子   
      仕事      何             尋    質問   
  一般的    金 関                   業務   
  最近      情報誌 住宅情報誌等    欄   掲載         住宅    返済計画 住宅資金
 等 贈与 関  非課税枠 所得税控除   相続発生時 対策等  金  関  相談役          生命
 保険   損害保険  経済的助成力 大変心強  私   生活上   現実的          商品      
         但      理解        

 保険業 体験     事例       他人事 済          

      将来 為 払込免除特約付 教育積立保険 夫 父親  契約者 加入      
  途中 離婚        親権者 私 母親      二度 元夫 連絡          保険     
  元夫 払        満期 来  子   受取       
        万 一 私 死              

      気 毒    保険 契約者 御主人様    別  元夫 満期積立金 請求手続  行       
                場合 離婚     契約者変更        勧       
 名義変更 行  場合 所得税 申告  影響 出   
    名義変更  後 保険 満期 迎  前 母親 死亡      保険商品  親族      選択    
  子様 問題  教育積立金 受 取         

 新型       感染症 関  保険金 給付金 取扱      
 新型       感染症 拡大状況 鑑       社商品    給付金 保険金  請求時  取 扱  商
 品付帯         

   医療保障    給付金 取扱 
 新型       感染症  入院給付金 支払対象    疾病  該当     入院給付金  医師   治療 
 必要    自宅等  治療 困難    医療機関 入院    場合 支払対象        検査   陽性
  判定    否  関    医師 指示    医療機関 入院    場合  入院給付金 支払対象    
       入院給付金 支払対象   入院 伴 通院     支払対象期間中 通院    通院給付金 
 支払対象          医療機関 事情    感染後 直  入院    臨時施設 病院 同等     施設 
   医師 治療 受    場合  原則   入院給付金 対象      具体的 事例 別紙  確認     

    死亡保険金 災害死亡保険金等 取扱 
 新型       感染症   死亡   場合  疾病   死亡保険金 支払対象      但  新型    
    感染症       社 災害死亡保険金等 支払対象    所定 感染症   該当      現時点 
   災害死亡割増特約等 災害死亡保険金 災害高度障害保険金 支払対象        
      年 月  現在 

   請求手続     
  手元 入院 領収証         請求手続  必要 書類 準備     難  場合  個別 事情 
  伺   柔軟 対応    

   付帯      取 扱     
      社商品  契約者様専用        提供          医療相談        提供 株式会社 
            新型       感染症 関   相談 承            医療相談       医
 師 中心   専門家      上 無料    相談                           名超 医師
   専門家          医療機関 協力   信頼   最新 医療情報 提供        新型     
   感染症     医師監修   正  医療情報 提供 行               時間健康電話相談   
       提供      医療情報           看護師 新型       感染症 関   質問  答 
       

     利用       社 契約者様専用                   登録 必要   
    月   回 相談  無料  利用       
    新型        関  一般的 質問    場合 厚生労働省及 国立感染症研究所 発表内容 基  
 病態 感染予防 受診 目安 治療方法等 相談対応          濃厚接触等感染疑  相談    場合 
 各自治体 帰国者 接触者 電話相談      案内      



 別紙 
 給付金 取扱  関  具体例 

     給付金 取扱

 新型        感染      無症状          感染     医師 指示   検査等  
無症状  医療機関 入院    場合    入院  場合 支払対象     

 濃厚接触者        医療機関  査結果 陰性      感染 予防 社会防疫的 意味   医療機
強制入院    場合 関 入院   隔離   医師 管理下 検査等     場合 支払対

象     
 感染有無 不明          隔離  原則   支払対象外   
    隔離     場合 但  入院 必要  関    直  医療機関 入院    事情  

  常 医師 管理下 入院 同等 治療 実施    場合   相談
     

 風邪 症状   通院   後症状  医師 指示   入院  場合 支払対象     
         検査 受        入院 伴 通院      対象期間中 通院    支払対象 
新型        感染           
判明  医療機関 入院    場合 

 付帯         
新型       感染症 関  付帯     取扱  以下       

対象    対象者 連絡先
     社 契約者様     家族様

     健康医療相談         社 契約者様     家族様             

  時間健康電話相談     携帯電話             
     医療相談              契約者様    家族様   時間   日受付

    内容
看護師   医療専門     医師 除      時間   日 電話  応     
新型       感染症 関  相談 予防方法   厚生労働省   国立感染症研究所 公開     情報
 範囲内  相談  受         感染 疑   場合 濃厚接触者 場合  各自治体 保健所 窓口  
案内                                                  生命保険株式会社 新潟支社


