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【組合員本人・配偶者・子どもの医療コース】への新規加入・増額ができます。
医療用告知

通常就業者

医療用告知

通常就業者
（高血圧緩和）

健康告知について 新規加入または増額するときの質問表

団体生命共済・長期共済
税制適格年金・親子共済 に新規加入または保障額を増額される方へ

●同内容で継続する方
⇒健康告知の必要はありません。

●新規加入または保障を増額する方
⇒新規加入または保障を増額する内容に応じた「質問
表」を使用し、健康告知を確認してください。

一般用告知の質問表
【組合員本人の最低保障額(医療コースを含む)】に新規加入するとき
【組合員本人・配偶者・子どもの死亡保障等の型】に新規加入するとき・保障を増額するとき

※申込日現在の健康状態で回答してください。確認した健康
告知と申込書記入日を申込書に記入してください。
※配偶者・子どもの場合も必ず確認してください。

※健康告知事項に該当する場合であっても、継続加入申込書に
打ち出された型・医療コースまでは、引き続き加入できます。
　（契約の消滅などの後、再加入する場合は健康告知が必要と
なります）
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健康告知に
あたってのご注意

【組合員本人の最低保障額(医療
コースを含む)】
【組合員本人・配偶者・子どもの型】
への新規加入・増額ができます。

【組合員本人の最低保障額(医療コース
を含む)】
への新規加入ができます。

いいえ

いいえ

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

はい

いいえ

はい

はい

はい

■質問①
現在、病気やけがのため、入院・安静加療をしていますか？
または、入院・安静加療、手術を要すると診断されていますか？

■質問②
過去1年以内に、病気やけが（手足の骨折を除く）のため、連続して14日以上の入院・安静加療をしたことがありますか？
または、過去1年以内に手術を受けたことがありますか？

■質問③
過去1年以内に、慢性疾患により、医師の治療を受けたこと、または、医師の治療を要すると診断されたことがありますか？
ただし、現在、その疾病が完治している場合は該当しません。

■質問④-1
慢性疾患にかかる過去1年以
内の治療は通院のみですか？

■確認事項①（高血圧緩和）
慢性疾患は「高血圧症のみ」ですか？

■確認事項①（高血圧緩和）　慢性疾患は「高血圧症のみ」ですか？

一般用告知

通常就業者

一般用告知

通常就業者
（高血圧緩和）

一般用告知

準通常就業者

新規加入・増額は
できません。

※組織加入単組の場合
【組合員本人の最低
保障額(医療コースを
含む)】への新規加入
ができます。

一般用告知

非通常就業者

医療用告知の質問表
【組合員本人・配偶者・子どもの医療コース】に新規加入するとき・保障を増額するとき
※ 。いさだくてし用使を」表問質の知告用般一「、はきとるす入加規新に】)む含をスーコ療医(額障保低最の人本員合組【

いいえ

いいえ
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いいえはい

現在、病気やけがのため、入院・安静加療をしていますか？
または、入院・安静加療、手術を要すると診断されていますか？

最近3か月以内に、医師の治療を受けたことがありますか？

過去1年以内に、病気やけが（手足の骨折を除く）のため、連続して14日以上の入院・安静加療をしたこと
がありますか？ または、過去1年以内に手術を受けたことがありますか？

過去1年以内に、慢性疾患により、医師の治療を受けたこと、または、医師の治療を要すると診断されたことが
ありますか？ただし、現在、その疾病が完治している場合は該当しません。

●花粉症、アレルギー性鼻炎、アトピー性皮膚炎、にきび、虫歯、歯科矯正、水虫の治療
●現在、完治しているかぜ・インフルエンザ
●現在、完治している手足の軽いけが（切り傷、すり傷、やけど、つき指、打撲、ねんざ）
●医師に処方されたものであっても、病気の治療目的ではない投薬（避妊目的のピル、
健康増進のためのビタミン剤など）

「手術」には、切開術のほか、手足の骨折による手術、抜釘術、内視鏡手術、レーザー
手術、レーシック手術、帝王切開、人工中絶手術なども含みます。これらの手術
には共済金の支払対象とならないものも含みます。また、入院を伴わない日帰り
手術も含みます。ただし、抜歯は含みません。
※骨折・脱臼・捻挫・打撲などの損傷に対する「骨折非観血的整復術」「先天性股関
節脱臼非観血的整復術」などの非観血的治療法である整復術についても含みます。

※除去術や内視鏡による切除術を含みます。
※健康告知事項での「手術」は、手術共済金の支払対象の手術とは、必ずしも一
致しません。

手術4

「連続して14日以上の入院・安静加療をしたこと」には、入院日数と安静加療の期
間が合計14日以上となる場合を含みます。例えば、自宅で２日間の安静加療後、
10日間入院し、さらにその後自宅で２日間安静加療した場合等を含みます。

連続して14日以上の入院・安静加療５

投薬、医学的処置、および食事療法（注１）などをいいます。手術または人工透析
（注２）､ペースメーカー（注３）等の医学的処置など、直接的、間接的な治療をい
い、一時的な日常生活上の注意のみの場合は除きます。また、「治療」には通常
「検査」は含まれませんが、自覚（検査等での異常の指摘を含む。）があって、的
確な治療のための検査は「治療」に含まれます。なお、接骨院（整骨院も同義）で
の施術は含みません。
（注１）「食事療法」とは、代謝異常を伴う病気、消化吸収機能に異常をきたしたよ

医師の治療とは６

■質問①

■質問②

■質問③

■質問④

【組合員本人の最低保
障額を超える医療コー
ス】への新規加入・増額
はできません。

【配偶者・子どもの医療
コース】への新規加入・
増額はできません。

「■質問②」の「医師の治療」に、以下は該当しません。 

■質問④
組合員本人ですか？

※「医師の治療」が
　「高血圧症」のみの場合、
　「■質問③」へ
　進んでください。

次の①～③のいずれかに該当するものをいいます。一般に通院を要する程のもので
あれば、該当するものとします。ただし、歯科・耳鼻科・皮膚科等、内科（内臓疾患）
以外での治療については、共済事故（病気入院）の原因となる程度のものかどうか
で判断します。なお、「病気」には、正常分娩は含みませんが、妊娠・分娩に伴う
異常（帝王切開・子宮外妊娠・妊娠高血圧症候群（妊娠中毒症）・流産等）を含み
ます。
①身体の全部または一部の生理状態に悪い変化を生じた状態
②特に病名の診断はないが、以下の場合
ア.自覚症状等がある場合　イ.検査数値等に異常があって、なおかつ治療中ま
たは治療を要すると診断されている場合（検査数値に異常があっても、医師に
異常なしと診断されている場合を除きます）　ウ.医師にかかっていないが、身
体の具合が悪くて寝込んでいるもの
③公的医療保険制度（公的医療保険制度とは、次のいずれかの法律にもとづく医

地方公務員等共済組合法・私立学校教職員共済法・船員保険法・高齢者の医
療の確保に関する法律）の適用を受けているもの

身体の外からの作用によって生じた身体の損傷・負傷または悪い変化等をいいます。

病気１ 

なお、１週間程度で完治するかぜ・インフルエンザによる安静加療は含みません。

安静加療３

療保険制度をいいます。健康保険法・国民健康保険法、国家公務員共済組合法・

「安静加療」とは、医師の診断にもとづき、自宅などで静養している状態をいいます。

けが2 

医師より継続的に治療を必要とする旨が診断されたことがある場合をいいます。
また、医師による診察または健康診断・人間ドックで、慢性疾患の疑いの指摘
を受け、検査等（再検査・精密検査を含む）の結果が判明していない場合も含
みます。なお、接骨院での施術を必要とする旨の診断がされたことがある場合
は含みません。

うな病気、あるいは消化管に病変のある病気の治療の一環としての「食事選択の
配慮」、「食事上の注意」をいい、具体的な疾患としては、糖尿病、腎臓病、肝臓病、

人（置装の工人、はと」析透工人「）２注（。すまりあがどな病臓膵、瘍潰胃、症圧血高
工腎臓）を用いて患者の血液を透析し、本来腎臓から排泄されるべき有毒物質を
除去する治療法で、腎機能不全の患者に一定の間隔をおいて反復して行なわれま

起を動拍心てえ与を激刺気電な的期周に臓心、はと」ーカーメスーペ「）３注（。す
こさせる装置で、心臓の刺激伝導障害や不整脈などの治療に用います。

「医師の治療を要すると診断されたことがある」とは７

申込書記入日を基準にし、１年前の応当日の翌日までの期間をいいます（例えば、
10月20日が申込書記入日の場合、「過去１年以内」とは、昨年の10月21日～今年
の10月20日までの期間となります）。

過去1年以内８

「一般用告知■質問③」および「医療用告知■質問④」は、過去１年以内に、慢性疾患に
より医師による治療を受けている、または治療を要すると診断されており、その状態が申
込日現在も続いていることをいいます。
なお、過去１年以内に医師による治療を受けていた、または治療を要すると診断されてい
た場合であっても、申込日までに医師から「病気が治癒した」もしくは「今後治療の必要
性がない」旨診断されているときは、「一般用告知■質問③」および「医療用告知■質問
④」に該当しません。

医師から「病気が治癒した」「治療の必要がない」と診断されている状態をいいます。なお、
「完治している」状態には、「具合が悪くなったら来なさい」と告げられた場合を含みます。

「完治している」とは11

申込書記入日を基準にし、３ヵ月前の応当日の翌日までの期間をいいます（例えば、３月20日
が申込書記入日の場合、「最近３ヵ月以内」とは、12月21日～３月20日までの期間となります）。

最近3ヵ月以内12

「アキレス腱断裂」は、「手足の骨折」に該当しません。
手足の骨折９

「慢性疾患により、医師による治療を受けている
（治療を要すると診断されている場合を含む）」とは10

告知にあたって事実が告げられていない場合、または事実と異なることが記入されている場合、契約を将来に向かって解除します。この際、すでに払い込まれた掛
金は払い戻しません。また、すでに共済金を支払っていたときは、共済金の返還を求めます。過去に団体生命共済の共済金を請求し、支払対象外となった方・支払
対象となった方も告知事項に該当することがあります。なお、健康告知欄などには「こくみん共済 coop」が求める以上の情報を記入しないようにお願いします。

医療用告知

非通常就業者

はい

はい

いいえ

■質問④-2

はい

全日本自治体労働者共済生活協同組合（自治労共済生協）
全国労働者共済生活協同組合連合会（こくみん共済 coop）

慢性疾患にかかる過去１
年以内の通院治療の頻度
は週2回以上ですか？
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