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お問い合わせ先一覧
資料請求・加入方法・事故発生時のお問い合わせは
※資料発送には数日いただいております。
※事故のご連絡は損害保険ジャパン日本興亜株式会社の事故サービスセンターで受付し
ます。日本看護協会の保険に加入している旨を伝達のうえ、事故報告してください。

ご自身の加入確認、改姓・住所変更のお問い合わせは

TEL.0120-088-073
看護職賠償責任保険制度・取扱代理店コールセンター

※お問い合わせの際、日本看護協会の会員番号（JNA 会員番号）、氏名、生年月
日をお知らせください。

TEL.03-5778-5781
「看護職賠償責任保険制度」サービス推進室

医療安全・医療事故に関するご相談は

TEL.03-5778-5968

※加入者限定

郵
来

便 ： 〒150-0001
東京都渋谷区神宮前 5−8−2 日本看護協会ビル 4 階
訪 ： 電話による予約が必要です。

必ずお読みください（契約概要・注意喚起情報）
（続き）
●事故がおきた場合の取扱い
・万一、損害賠償を受けるおそれのある事故が発生したことを知った時、または患者側から損害賠償
請求を受けた時、血液曝露（ばくろ）事故が発生した時など、事故が発生した場合は、遅滞なく、損
保ジャパン日本興亜までご連絡ください。適切なアドバイスと保険金請求のためのご案内をします。
○保険会社が被保険者（保険の対象となる方）に代わって被害者との示談交渉を行う「示談
代行サービス」は行いませんので、あらかじめご了承ください。
○示談交渉は必ず損保ジャパン日本興亜とご相談いただきながらおすすめください。あらかじめ損保
ジャパン日本興亜および事故審査委員会の承認を得ないで賠償責任を認めたり、賠償金などを支払
われた場合には、保険金の全部または一部をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
○日本国外において行われた行為に起因する事故、および日本国外において発生した事故は補償されません。
○この保険契約について、損害賠償請求が訴訟により提起された場合、損保ジャパン日本興
亜は日本国内の裁判所に提起された訴訟による損害のみを補償します。
○この保険契約と補償内容が重複する他の保険契約や共済契約が存在する場合は、これら
の契約内容について遅滞なく損保ジャパン日本興亜に通知してください。
○被害者が保険金を請求する場合、被害者は保険金請求権に関して、損保ジャパン日本興亜
から直接、保険金を受領することが可能な場合があります。
○事故時に必要となる書類などは加入者証台紙の裏面でご確認ください。
●保険金をお支払いする主な場合
＜看護職賠償責任保険＞
・本紙中面の事故発生から保険適用までの流れでご確認ください。
＜血液曝露（ばくろ）等傷害保険＞
・日本国内または国外において、就業中（通勤途上を含みます。）の急激かつ偶然な外来の事
（以下「事故」といいます。
）によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて
故（※1）
180 日以内に死亡された場合、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。ただし、
その事故の発生した保険年度と同一の保険年度に発生した事故によるケガに対して、すで
に後遺障害保険金をお支払いしている場合は、その金額を差し引いてお支払いします。
・また、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に所定の後遺障害が生じた場合、その
程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の78％〜100％をお支払いします。ただし、お支払いす
る後遺障害保険金の額は、保険年度ごとに、死亡・後遺障害保険金額を限度とします。
・医療、看護、衛生、医療廃棄物の処理その他医療関係の業務に従事中（実習中を含みます。
）
に生じた偶然な血液曝露（ばくろ）事故（針刺し、切創、血液飛散、血液接触）により、事故
の発生の日からその日を含めて365日以内（※2）にHBV（B 型肝炎ウイルス）に感染後、B 型
肝炎を発病し治療した場合、HCV（C 型肝炎ウイルス）、HIV（ヒト免疫不全ウイルス）に感染
したことを医師に診断された場合に、ウイルスの種類に応じて、保険金をお支払いします。
（※1）
「急激」とは突発的に発生することであり、ケガの原因としての事故がゆるやかに発生する
のではなく、原因となった事故から結果としてのケガまでの過程が直接的で時間的間隔の
ないことを意味します。
「偶然」とは、
「原因の発生が偶然である」
「結果の発生が偶然であ
る」
「原因・結果とも偶然である」のいずれかに該当する予知されない出来事をいいます。
「外来」とは、ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。
（注）靴ずれ、車酔い、熱中症、しもやけ等は、
「急激かつ偶然な外来の事故」に該当しません。
（※2）事故の発生の日からその日を含めて365日以内に新たな事故が発生した場合において、前の
（※3）
事故に係る直後検査
および後の事故に係る直後検査（※3）の結果、いずれも感染している
ことが確認できなかったときは、後の事故の発生の日からその日を含めて365日以内
（※3）
「直後検査」とは、事故の発生の日からその日を含めて３日以内（３日目の午後１２時までをい
います。）に行う、HBV、HCVまたはHIVの感染の有無を調べるための血液検査をいいます。
（注1）お支払いする保険金は、ウイルスの種類ごとに初年度加入および継続加入の保険期間を通算して１回とし
ます。すべてのウイルスに対して保険金をお支払いした場合は、その後保険金のお支払いはできません。
（注2）複数の支払事由に該当した場合は、それぞれのウイルスに対して１回のお支払いとなります。
●お支払いする保険金の種類およびお支払い方法（看護職賠償責任保険）
【お支払いする保険金の種類】
損保ジャパン日本興亜が承認した次のような損害賠償金や諸費用をお支払いします。
①法律上被害者に支払うべき損害賠償金（治療費、慰謝料、修理費 など）
②万一訴訟になった場合の弁護士報酬などの争訟費用
③賠償責任がないと判明した場合において、被害者に対して支出した応急手当、護送、その他
の緊急措置に要した費用およびあらかじめ損保ジャパン日本興亜が同意した費用
④損保ジャパン日本興亜の求めに応じて、損保ジャパン日本興亜への協力のために支出された費用の実額
⑤他人から損害賠償を受けられる場合に、その権利の保全または行使のために要した費用な
ど損害拡大を防止するために支払った損害の防止・軽減に必要または有益な費用
⑥初期対応費用（法律上の損害賠償責任の有無が判明しない初期の段階における被保険者が負担する社会通念
上妥当な事故調査費用、通信費など、また他人の身体障害の場合のみお支払いする見舞金・見舞品購入費用）
【保険金のお支払方法】
上記①は、損害額を保険金額の範囲内でお支払いします。上記②から⑤までは、実額をお支払いします。
ただし、②については損害賠償金の額が保険金額を超える場合は、保険金額の損害賠償金に対する
割合によってお支払いします。上記⑥の初期対応費用は、初期対応費用保険金の保険金額を限度に
お支払いします（ただし、見舞費用については1被害者あたり10万円が限度となります）。

職種級別
A級
B級

職業・職種
下記以外
木・竹・草・つる製品製造作業者、漁業作業者、建設作業者（高所作業の有無を問いません。）、採鉱・採石作業
者、自動車運転者（バス・タクシー運転者、貨物自動車運転者等を含むすべての自動車運転者）、農林業作業者

団体保険契約者・制度運営
公益社団法人 日本看護協会
〒150−0001 東京都渋谷区神宮前 5−8−2 日本看護協会ビル
TEL.03−5778−8831

受付時間

平日 10：00 〜 17：00
（土・日・祝日は休業）
受付時間

平日 10：00 〜 17：00
（土・日・祝日は休業）

●保険金をお支払いできない主な場合
＜看護職賠償責任保険＞
直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる賠償責任については保険金をお支払いしません。
①被保険者の故意によって生じた賠償責任
②保健師助産師看護師法に違反して行った看護業務に起因する賠償責任
③所有、使用または管理する財物（受託物を除きます。）に対する賠償責任
④被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任 ⑤特別な約定により加重された賠償責任
⑥戦争、変乱、暴動、騒じょうまたは労働争議によって生じた賠償責任
⑦地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象によって生じた賠償責任
⑧被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害によって生じた賠償責任
⑨被保険者による採用、雇用または解雇に関して被保険者または被保険者以外の者によって
行われた不当行為に起因する賠償責任
⑩事実と異なることを知りながら、被保険者または被保険者の了解、同意もしくは指図により
被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する賠償責任
など
＜血液曝露（ばくろ）等傷害保険＞
①故意または重大な過失 ②自殺行為、犯罪行為または闘争行為
③無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転
④脳疾患、疾病または心神喪失 ⑤妊娠、出産、早産または流産 ⑥外科的手術その他の医療処置
⑦地震、噴火またはこれらによる津波 ⑧直後検査を受けなかった場合
⑨直後検査の結果、その時点で HBV、HCVまたは HIVに感染していることが判明した場合の
そのウイルスによる感染または発病
など
●用語のご説明
・治療：医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場
合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。
●中途脱退と中途脱退時の返れい金等
・この保険から脱退（解約）される場合は取扱代理店にご連絡ください。なお、脱退（解約）に際し
ては、ご加入の保険期間のうち未経過であった期間（保険期間のうちいまだ過ぎていない期間）
の保険料を返れいする場合があります。
（注）ご加入後、被保険者が死亡された場合は、その事実が発生した時にその被保険者に係る部分についてご
契約は効力を失います。また、死亡保険金をお支払いするべきケガによって被保険者が死亡された場合
において、一時払でご契約のときは、その保険金が支払われるべき被保険者の保険料を返還しません。
詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。
●複数の保険会社による共同保険契約の締結
・看護職賠償責任保険制度は複数の保険会社による共同保険契約であり、引受保険会社は各々
の引受割合に応じて連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。幹事保険会社
は、他の引受保険会社を代理・代行して保険料の領収、保険証券の発行、保険金支払その他の業
務または事務を行います。なお、引受割合につきましては取扱代理店までお問い合わせください。
●保険会社破綻時の取扱い
・引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継
続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束
した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
・血液曝露（ばくろ）等傷害保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻
した場合は、保険金・解約返れい金等の9割までが補償されます。看護職賠償責任保険については、ご契約者が
個人、小規模法人（引受保険会社の経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下である法人をいいます。）
またはマンション管理組合（以下あわせて「個人等」といいます。）である場合にかぎり、損害保険契約者保護機
構の補償対象となります。補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解
約返れい金等の8 割まで（ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額）が補償されます。
なお、ご契約者が個人等以外の保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担す
べきこととされているもののうち、その被保険者にかかる部分については、上記補償の対象となります。損害保険
契約者保護機構の詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。
●個人情報の取扱いについて
・日本看護協会（団体保険契約者）は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパン日本興亜に提供します。
・損保ジャパン日本興亜は、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害保険等損保ジャパン日本興亜の取り扱う
商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用し、業務委託先、再保険会社、等に提供を行います。なお、
保健医療等の特別な非公開情報（センシティブ情報）については、保険業法施行規則により限定された目的以外の目
的に利用しません。詳細につきましては、損保ジャパン日本興亜の公式ウェブサイト（http://www.sjnk.co.jp/）に掲載
の個人情報保護宣言をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜営業店までお問い合わせ願います。
申込人（加入者）および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意のうえ、ご加入ください。
●保険会社との間で問題を解決できない場合（指定紛争解決機関）
・損保ジャパン日本興亜は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般
社団法人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。損保ジャパン日本興亜との間で問
題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
【窓口：一般社団法人日本損害保険協会「そんぽＡＤＲセンター」
】
ナビダイヤル 0570-022808（通話料有料）IP 電話からは03-4332-5241をご利用ください。
＜受付時間＞平日：午前9時15分〜午後5時（土･日･祝日･年末年始は､お休みとさせていただきます｡）
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
（http://www.sonpo.or.jp/）

取扱代理店
株式会社 日本看護協会出版会
〒150−0001 東京都渋谷区神宮前 5−8−2 日本看護協会ビル 4F
TEL.03−5778−5781
受付時間 平日の午前 10 時から午後 5 時まで

※1 オートテスター、オートバイ競争選手、自転車競争選手、自動車競争選手、猛獣取扱者（動物園
の飼育係を含みます。）、モーターボート競争選手の方等は上表の分類と保険料が異なります。
※2 プロボクサー、プロレスラー、力士、ローラーゲーム選手（レフリーを含みます。
）の方等に
ついてはお引き受けできません。
3．お客さまにとって重要な事項（契約概要・注意喚起情報の記載事項）をご確認いただきましたか。
□特に「注意喚起情報」には、
「保険金をお支払いできない主な場合」等お客さまにとって不利
益となる情報や、
「告知義務・通知義務」が記載されていますので必ずご確認ください。
○血液曝露（ばくろ）等傷害保険は、団体割引30% を適用しています。
○団体割引は、本団体契約の前年のご加入人数により決定しています。次年度以降、割引率が変更
となることがありますので、あらかじめご了承ください。また、団体のご加入人数が10名を下回っ
た場合は、この団体契約は成立しませんので、ご了承ください。
○取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき､お客さまからの告知の受領、保険契約の締
結・管理業務等の代理業務を行っております｡ したがいまして､取扱代理店とご締結いただいて
有効に成立したご契約につきましては､引受保険会社と直接契約されたものになります｡
○このパンフレットは､概要を説明したものです｡詳しい内容については、取扱代理店または損保
ジャパン日本興亜までお問い合わせください｡
○振替払込請求書兼受領証は大切に保管してください。

幹事引受保険会社
損害保険ジャパン日本興亜株式会社
医療・福祉開発部 第二課
〒160−8338 東京都新宿区西新宿 1−26−1
TEL.03−3349−5137
受付時間 平日の午前 9 時から午後 5 時まで
SJNK1618245 2017／2／21

日本看護協会

平 日 9：00 〜 20：00
土日祝 9：00 〜 17：00

ご加入内容確認事項
本確認事項は、万一の事故の際にお客さまに安心して保険をご利用いただくために、ご加入いただく保険商品
がお客さまのご意向に沿っていること、ご加入いただくうえで特に重要な事項を正しくご記入いただいているこ
と等をお客さまご自身に確認していただくためのものです。お手数ですが、以下の事項について、再度ご確認
ください。なお、ご確認にあたりご不明な点がございましたら、記載の問い合わせ先までご連絡ください。
1．保険商品の次の補償内容等がお客さまのご意向に沿っているかをご確認ください。
□補償の内容（保険金の種類）、セットされる特約
□保険金額
□保険期間
□保険料、保険料払込方法
□満期返れい金・契約者配当がないこと
2．ご加入いただく内容に誤りがないかをご確認ください。
以下の項目は、保険料を正しく算出したり、保険金を適切にお支払いしたりする際に必要な項目です。
内容をよくご確認ください（告知事項について、正しく告知されているかをご確認ください。）。
□被保険者の「生年月日」
（または「満年齢」
）、
「性別」は正しいですか。
□パンフレットに記載の「他の保険契約等」について、正しく告知されているかをご確認いただきましたか。
□職種級別はご加入いただくご契約において保険料を正しく算出したり、保険金を適切にお
支払いしたりする際に必要な項目です。被保険者ご本人の「職種級別」は正しいですか。

公益社団法人

受付時間

看護職賠償責任保険制度コールセンター

副幹事引受保険会社
三井住友海上火災保険株式会社
〒101−8011 東京都千代田区神田駿河台 3−11−1
TEL.03−3259−3017
非幹事引受保険会社
東京海上日動火災保険株式会社
〒102−8014 東京都千代田区三番町 6−4
TEL.03−3515−4143

保 険 を超えたサ ービスで
あなたを支 えます
看護職賠償責任保険制度
「看護職賠償責任保険制度」は日本看護協会会員（開業助産
師を除きます。
）のみを加入対象とした任意加入の制度です。

ご加入期間と掛金

次契約の加入手続きについて

次契約より、補償期間は1年
間（平成30年4月1日〜平成
31年4月1日）、掛金は2,650
円（保険料1,800円＋運営費
※
850円）
に戻ります。

5/1から11ヵ月間ご加入の方

6/1から10ヵ月間ご加入の方

申込締切日

平成29年4月17日
（月）

平成29年5月15日
（月）

年間掛金

2,850 円

2,700円

補償期間

※現行の保険料率が維持される前提です。
（補償期間12ヵ月）

平成 29 年 5月1日（午後 4 時）から
平成 30 年 4月1日（午後 4 時）までの
11ヵ月間

平成 29 年 6月1日（午後 4 時）から
平成 30 年 4月1日（午後 4 時）までの
10 ヵ月間

保険料1,500 円※＋運営費1,200 円

内

訳

保険料1,650 円※＋運営費1,200 円

使

途

保険料：事故が発生したときの保険金支払等
運営費：ご加入手続きにかかわる事務運営費、事故にかかわる情報収集等、加入
者に対する相談・支援、医療安全情報提供等のサービス

※傷害総合保険：団体割引30％・範囲割引10％適用、職種級別A級
※このパンフレットでは
「保険期間」
を
「補償期間」
と読み替えて使用しています。

○日本国内で看護職が行う業務 ( 特定行為およびその実施可否判断を含みます。) によって、他人の身体や
財物に損害を与えたり、人格権を侵害したため、法律上負担しなければならない損害賠償責任を補償します。
○業務中に急激かつ偶然な外来の事故により死亡されたり、後遺障害が生じた場合や針刺し事故等により
HBV、HCV、HIV に感染した場合（HBV は感染後、発病・治療した場合）に保険金をお支払いします。
看護職賠償責任保険の対象業務

① 保健師助産師看護師法の規定に基づき、保健師、助産師、看護師、
准看護師が行う業務。
＊災害派遣等における看護業務を含みます。
＊特定行為およびその実施可否判断を含みます。
＊有資格者が業務上のスキルアップを目的として参加する研修・臨床実習等を含みます。
＊院内助産システムにも対応します。

② 助産師・看護師が行う保健教育業務・健康教育業務。
③ 准看護師が医師または看護師の指示を受けて行う保健教育業務・
健康教育業務。
④ ①②③に対する管理監督業務。
（注）対象となるすべての業務に対して、報酬の有無は問いません。

対人賠償
もちろん、
賠償金も
しっかり補償

人格権侵害

誤った薬剤を投与してしまい、
患者に障害を負わせてしまった など
1 事故

5,000 万円 限度

（補償期間中 1 億 5,000 万円まで）
※類似のケースにおいて
必ず保険金をお支払い
することを約束するも
のではありません。
※使用者責任がある場
合は、相手方の損害額
全額を補償することは
できません。

患者との会話において、
名誉を傷つけられたと訴えられた など

〈保険金の内訳〉
・被害者の治療費
・慰謝料
・休業補償 など

1 事故

対物賠償

初期対応費用

うっかり患者のメガネを
踏みつけ破損させてしまった など
1 事故

50 万円

限度
（補償期間中 100 万円まで）

〈保険金の内訳〉
・名誉き損の賠償費用
・秘密漏えいの賠償費用
など

50 万円 限度

事故が発生した場合に、被保険者が負担する社会通念上
妥当と認められる初期対応費用 など

〈保険金の内訳〉
・被害財物の修理費
・再購入費用 など

250 万円

1 事故
限度
（うち見舞品購入費用 1 被害者につき 10 万円限度）

ばく ろ

針刺し事故
等の場合の
傷害事故も
補償

傷害死亡・後遺障害保険金

血液曝露等傷害保険金

就業中の偶然な事故により死亡
もしくは後遺障害が生じた場合

使用済の針を刺してしまった等の事故によりHBVに感染後、
B 型肝炎を発病し治療した場合、もしくは HCV、HIVに感染した場合

66.3〜85 万円

HBV

1.8 万円

HCV

18 万円

HIV

60 万円

（事故発生からその日を含めて 3 日以内に直後検査を行っていただきます。）

※保険金をお支払いする場合や保険金をお支払いできない主な場合については裏面で必ずご確認ください。
※看護職賠償責任保険制度は日本看護協会を団体保険契約者とする看護職賠償責任保険（正式名称：看護職特約条項付賠償責任保険）および血液曝露等傷害保険
（正式名称：針刺し事故等による感染症危険補償特約付、後遺障害等級限定補償特約付（第1級〜 3 級）、就業中のみ補償特約付傷害総合保険）のペットネームです。

本保険制度
独自の
サポートも充実

相談対応・支援

事故審査委員会

事故発生から解決まで、
専門的な知識と経験を持つ看護職がアドバイス。

賠償請求の内容が、妥当であるかを公正にチェック！

詳しい内容とお手続きについては中面へ。

