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特 徴

積み立ても受け取りも自在に設計！

いつでも受取可能！

保険医年金
（拠出型企業年金保険）

加入者数約5万2千人、積立金総額1兆3千億円を超える日本有数の私的年金制度です。

毎月コツコツ払い込む「月払」（１口１万円）、まとめて積み増す「一時払」（１口50万円）で、
ライフプランに合わせて自在に積み立てられます。
急な資金需要による減口（口単位での解約）・脱退（全口解約）でも、解約に伴う手数料等は
かかりません。月払掛金払込の一時中断もできます。

受取方法は、加入時に決める必要はありません。
加入後５年経過すれば、いつでも年金として受け取れます（80歳満期）。

年金受取or一時金　受取方法も自由に選択！
年金受取は、下記の４種類から自由に選択できます。
一時金（一括）での受け取りも可能です。
万一の場合でも、ご遺族が全額受給できます。

受取方法は
受取時に
選択

口単位で減口し
一時金で
受取可能

「月払」の増口や
「一時払」で
積み増し

無理のない
範囲で

「月払」に加入

診療が忙しくても老後設計しやすい！ 医師・歯科医師のための

入会
したら

余裕が
でてきたら

急な資金需要
でも対応

受取方法が
選べる

一時金
（一括）

給付金の受給方法

そろそろ受け取りたい…

一括で受け取りたい！

受取方法はもう少し考えたい…etc.

年
金
年
金
年
金
年
金or

●●10年確定年金
●15年確定年金
●２％逓増型
15年確定年金
●２％逓増型
20年確定年金

2023年1月1日加入

＜裏面もご覧ください＞
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予定利率（1.140％）を保証！（注１）

国内生保６社が受託し、安定運営！

お申込の際は、必ずパンフレット等をご確認ください。

50年以上の運用実績があり、過去に積立金が減額されたことはありません。
国内生保６社が共同受託しており、
生命保険契約者保護機構（セーフティネット）の対象です。

（運営団体）

全国保険医団体連合会
〒１５１－００５３
東京都渋谷区代々木2-5-5
新宿農協会館５F

（問い合わせ先）

お申込や資料請求は、所属されている保険医協会・保険医会にお問合せください。 会員でない方は、入会のうえお申込ください。

【引受保険会社】大樹生命保険株式会社（幹事）・明治安田生命保険相互会社・富国生命保険相互会社・日本生命保険相互会社・太陽生命保険株式会社・第一生命保険株式会社
大樹－KB－2022－356

ご連絡先　

（注１）

（注２）

（注3）

加入資格

40歳 60歳 70歳

年金月額
受給総額
掛金総額掛金総額

約
約
279,470円
5,030万円
4,1004,100万円万円

年金月額
受給総額
掛金総額掛金総額

約
約
247,030円
4,446万円
3,6003,600万円万円

40歳で月払10口（１０万円）加入し、７０歳から年金受給した場合（下段は60歳で一時払10口増口した場合）

満７４歳までの保険医協会・保険医会会員の方（増口の場合は満７９歳まで）

加入口数 「月払」１口１万円、通算30口まで「一時払」１口50万円、申込1回につき40口まで

ご加入例

月払10口
（10万円）
加入

一時払10口
（500万円）
増口

年金受給
開始

予定利率1.140%は、2022年9月1日現在。
予定利率は積立金計算に使用する基礎率であり利回りではありません。予定利率は、金利水準の低下その他著しい経済変動などにより将来変更される
場合があります。配当金は前年度決算実績により決定するため、将来の配当を約束するものではありません。
2022年9月1日現在の加入状況、予定利率を基に試算した場合。掛金には運営事務費、委託手数料や遺族年金特約保険料が含まれ、これらを差し引い
て積み立てられます。
年金額は現在の加入状況、予定利率等を基に試算したものです。実際にお受け取りいただく金額は変動（増減）することがあり、将来の支払額をお約束す
るものではありません。詳細はパンフレットに記載の給付額試算表をご確認ください。

15年確定年金の場合（注3）

予定利率1.140％で複利運用され、毎年決算時に積立金を確定します。
さらに決算時に配当があれば積立金に上乗せされます。
2021年度は0.078％の上乗せがありました。スケールメリットを活かした低廉な手数料で、月払は4年4ヵ月、一時

払は2年2ヵ月で積立金が掛金を上回ります。

掛金から運営事務費を控除した額が、一般生命保険料控除の対象（最大5万円）となります。

（注２）
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