
 

2022 年 2 月 14 日 

各 位 

オリックス生命保険株式会社 

 

医療保険「キュア・ネクスト」「キュア・レディ・ネクスト」を発売 

～三大疾病の保障をさらに手厚く、「治したい気持ち」を力強くささえる医療保険へ～ 

 

オリックス生命保険株式会社（本社：東京都千代田区、社長：片岡 一則）は、このたび、

当社主力商品の「医療保険 新キュア」「医療保険 新キュア・レディ」※1をリニューアルし、

2022 年 4 月 2 日より「医療保険キュア・ネクスト」「医療保険キュア・レディ・ネクスト」

（以下、キュア・ネクスト）の販売を開始しますのでお知らせします。 

 

「医療保険キュア」は、“シンプルで分かりやすいこと”“合理的な保障をお手頃な価格

でご提供すること”をコンセプトとしており、2006 年 9 月発売以降の保有契約件数が 200

万件※2 を超える当社のベストセラー商品として、多くのお客さまからご支持をいただいて

います。今回の新商品「キュア・ネクスト」は、従来商品のコンセプトを継承しながらも、

三大疾病（がん※3・心疾患・脳血管疾患）をさらに手厚く保障できる商品へと進化しました。 

医療技術の進歩等により、三大疾病は治る病気になりつつあると言われる一方、人生 100

年時代の到来で平均寿命が延び、年齢とともにその発症リスクが高くなる傾向にあります。

また、入院や治療の長期化により金銭面の負担が大きくなるケースも多い中、「キュア・ネ

クスト」は、保険料はお手頃なまま三大疾病の保障をより充実することで、お客さまの「治

したい気持ち」をさらに力強くお支えします。 

 

当社は、今後も時代のニーズに合った商品をご提供し、多くのお客さまに選ばれる保険 

会社であり続けることを目指してまいります。 

 

以 上 

 

 

【主なリニューアルポイント】 

① 三大疾病をさらに手厚く保障します 

保険料払込免除特則と三疾病一時金の保障範囲を「心疾患」「脳血管疾患」に拡大するとともに、「上皮内

新生物」を、保険料払込免除特則の保障範囲に追加しました。 

② 死亡保障にも備えられるようになります 

「終身保険特約」の付加を可能とし、医療保障とともに、終身の死亡保障を一つの契約でご準備いただけ

るようになりました。 

③ 保障はシンプルで分かりやすく、保険料はお手頃なままに 

医療保険キュアシリーズのコンセプトはそのままに、保障範囲は拡大しつつも、シンプルで分かりやすく、

かつ合理的な保障をお手頃な価格でご準備いただけます。 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

経営企画部広報チーム 高原・林・岩井 TEL： 03-4212-4034 



 

※1 「医療保険 新キュア」「医療保険 新キュア・レディ」は、2022 年 4 月 1 日をもって販売停止となります。 

※2  「キュア」「キュア・レディ」（2006 年発売）、および「新キュア」「新キュア・レディ」（2013 年発売）の保有契

約件数（2021 年 9 月時点）。 

※3  上皮内新生物を含みます。 

 

 

【保険料払込免除特則・三疾病一時金の保障範囲および支払要件の拡大について】 

～現行～ 

特約/特則 

保障範囲/免

除事由・ 

支払要件 

がん 心臓 脳 

特定疾病保険料

払込免除特則 

保障範囲 悪性新生物 急性心筋梗塞 脳卒中 

免除事由 診断確定 労働制限(60 日)・手術 後遺症(60 日)・手術 

重度三疾病一時金

特約 

保障範囲 
悪性新生物 

上皮内新生物 
急性心筋梗塞 脳卒中 

支払要件 
初回：診断確定 

2 回目以降：入院開始 
入院開始 入院開始 

 

 

～改定後～ 現行の保障内容をベースに、下線部分を拡大 

特約/特則 

保障範囲/免

除事由・ 

支払要件 

がん※ 心臓 脳 

特定三疾病保険

料払込免除特則 

（新設） 

保障範囲 
悪性新生物 

上皮内新生物 

急性心筋梗塞 

心疾患（急性心筋梗塞を

除く） 

脳卒中 

脳血管疾患（脳卒中を

除く） 

免除事由 診断確定 

（急性心筋梗塞） 

入院または手術 

（心疾患（急性心筋梗塞を

除く）） 

10 日以上の継続入院また

は手術 

（脳卒中） 

入院または手術 

（脳血管疾患（脳卒中を除

く）） 

10 日以上の継続入院また

は手術 

特定三疾病 

一時金特約 

（新設） 

保障範囲 

悪性新生物 

上皮内新生物 

急性心筋梗塞 

心疾患（急性心筋梗塞を

除く） 

脳卒中 

脳血管疾患（脳卒中を

除く） 

支払要件 

初回：診断確定 

2 回目以降：入院開始 

（急性心筋梗塞） 

入院または手術 

（心疾患（急性心筋梗塞を

除く）） 

10 日以上の継続入院また

は手術 

（脳卒中） 

入院または手術 

（脳血管疾患（脳卒中を除

く）） 

10 日以上の継続入院また

は手術 

※がんにかかわる保障は、責任開始日からその日を含めて 91 日目（がん責任開始日）より開始 



 

【主な保険料例〔月払（口座振替扱）〕】※保険料は 2022 年 4 月 2 日時点のもの 

～キュア・ネクスト～ 

① 主契約＋先進医療特約（＋終身保険特約（死亡保障）） 

入院日額 5,000 円、60 日型（七大生活習慣病入院給付特則・三大疾病無制限型）、先進医療

特約（2018）、終身保険特約（無解約払戻金型）（医療保険（2022）用）（100 万円）、終身払 

性別 契約年齢 

保険料（円） 

保険料払込免除特則 

適用なし 

保険料払込免除特則 

適用あり 

終身保険特約なし 終身保険特約あり 終身保険特約なし 終身保険特約あり 

男性 

30 歳 1,470 2,310 1,646 2,586 

40 歳 2,080 3,260 2,337 3,727 

50 歳 3,025 4,765 3,757 5,997 

60 歳 4,370 7,130 5,978 9,818 

女性 

30 歳 1,680 2,390 1,945 2,755 

40 歳 1,995 2,955 2,274 3,404 

50 歳 2,695 4,065 3,201 4,851 

60 歳 3,795 5,855 4,695 7,265 

 

② 主契約＋先進医療特約＋一時金 

入院日額 5,000 円、60 日型（七大生活習慣病入院給付特則・三大疾病無制限型）、先進医療

特約（2018）、入院一時金特約（10 万円）、特定三疾病一時金特約（50 万円）、終身払 

性別 契約年齢 

保険料（円） 

保険料払込免除特則

適用なし 

保険料払込免除特則

適用あり 

男性 

30 歳 3,460 3,856 

40 歳 4,960 5,732 

50 歳 7,290 9,192 

60 歳 10,525 14,503 

女性 

30 歳 3,685 4,240 

40 歳 4,380 5,104 

50 歳 5,760 6,926 

60 歳 7,935 9,855 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

～キュア・レディ・ネクスト～ 

① 主契約＋女性入院特約＋先進医療特約 

入院日額 5,000 円、女性入院給付金 5,000 円、60 日型（七大生活習慣病入院給付特則・三

大疾病無制限型）、女性入院特約（2007）、先進医療特約（2018）、終身払 

性別 契約年齢 

保険料（円） 

保険料払込免除特則

適用なし 

保険料払込免除特則

適用あり 

女性 

30 歳 2,145 2,470 

40 歳 2,410 2,764 

50 歳 3,165 3,766 

60 歳 4,390 5,440 

 

 



 

【参考】 

～保障一覧（概要）～ 

主契約 / 特約 / 特則 保障内容 

主契約 

【入院給付金】 

病気やケガによる入院を一生涯保障します（60 日型・120 日型から選択／通算 1,000 日ま

で保障） 

※七大生活習慣病入院給付特則（三大疾病無制限型）を適用した場合 

・約款所定の三大疾病による入院は、支払日数無制限 

・その他の約款所定の七大生活習慣病による入院は、1 入院の支払限度日数が拡大 

※七大生活習慣病入院給付特則（七大疾病無制限型）を適用した場合 

・約款所定の七大生活習慣病による入院は、支払日数無制限 

【手術給付金】 

入院の有無にかかわらず約 1,000 種類の手術を保障します 

※入院中に受けた場合：入院給付金日額の 20 倍  外来で受けた場合：入院給付金日額の 5 倍 

特約 

先進医療特約（2018） 

【先進医療給付金】 

先進医療による療養を受けたときに、先進医療にかかる技術料と同額をお支払いします（通

算 2,000 万円限度） 

【先進医療一時金】 

先進医療給付金が支払われる療養を受けたときに、先進医療給付金の 10％相当額をお支払

いします（1 回の療養につき 50 万円限度） 

※医療行為、医療機関および適応症などによっては、給付対象とならないことがあります。 

入院一時金特約 
【入院一時金】 

入院したときに、一時金をお支払いします（通算 50 回まで） 

通院治療支援特約 

（退院時一時金給付型） 

【通院治療支援一時金】 

生存して退院したときに、一時金をお支払いします（通算 50 回まで） 

終身保険特約 

（無解約払戻金型） 

（医療保険(2022)用） 

【死亡保険金】 

死亡したときに、保険金をお支払いします。 

※保険金額：入院給付金日額×給付倍率（設定できる給付倍率の上限は所定の条件により異なります。） 

特定三疾病一時金特約 

がん・心疾患・脳血管疾患について、以下に該当したときに、一時金をお支払いします。 

※各一時金はそれぞれ 1 年に 1 回を限度に何度でもお支払いします。 

【がん一時金】 

初回：初めてがんと診断確定されたとき 

2 回目以降：がんで入院を開始したとき 

【心疾患一時金】 

急性心筋梗塞：入院したとき、または手術を受けたとき 

心疾患（急性心筋梗塞を除く）：10 日以上継続入院をしたとき、または手術を受けたとき 

【脳血管疾患一時金】 

脳卒中：入院したとき、または手術を受けたとき 

脳血管疾患（脳卒中を除く）：10 日以上継続入院をしたとき、または手術を受けたとき 

がん一時金特約 

以下に該当したときに、一時金をお支払いします。 

※1 年に 1 回を限度に何度でもお支払いします。 

【がん一時金】 

初回：初めてがんと診断確定されたとき 

2 回目以降：がんで入院を開始したとき 



 

 

特約 

がん通院特約 

【がん通院給付金】 

がんで約款所定の通院をしたときに、給付金をお支払いします。 

※この特約は、「特定三疾病一時金特約」または「がん一時金特約」とセットでのお申込みとなります。 

女性入院特約（2007） 

【女性入院給付金】 

約款所定の女性特有の病気・すべてのがんで入院したときに、女性入院給付金を上乗せして

お支払いします。 

特則 
特定三疾病保険料払込

免除特則 

がんと診断、急性心筋梗塞・脳卒中で入院したときまたは手術を受けたとき、心疾患（急性

心筋梗塞を除く）・脳血管疾患（脳卒中を除く）で 10 日以上継続入院したときまたは手術

を受けたときには、以後の保険料はいただきません。 

※がん一時金・がん通院給付金について、上皮内新生物でも同額保障 

※特定三疾病保険料払込免除特則・特定三疾病一時金特約・がん一時金特約・がん通院特約のがんにかかわる保障は、責任開始日からその日を

含めて 91 日目（がん責任開始日）より開始 

 

 

～主な取り扱い～ 

契約年齢 

【キュア・ネクスト】 

0 歳（告知日において生後 15 日以上）～80 歳 

【キュア・レディ・ネクスト】 

16 歳～80 歳 

※いずれの商品も保険料払込期間により異なります 

保険期間 終身 

保険料払込期間 
55 歳・60 歳・65 歳・70 歳払済 

10 年・20 年・30 年払済、終身払 

保険料払込方法 月払、半年払、年払 

入院給付金日額 
（日額）3,000 円～20,000 円 

※設定できる日額の上限は所定の条件により異なります。 

 

 

 

本資料は商品の概要について記載したものです。生命保険契約のご検討に際しては、必ず

「商品パンフレット」「ご契約のしおり／約款」「契約概要／注意喚起情報」などをご確認

ください。 

 

 


