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総合補償制度「Will」事故例総合補償制度「Will」事故例

感  染感  染感  染感  染 < 補償内容 ＞・入院日額+通院日額+検査代を除く医療費（初診料、診察費、薬代の実費）
　　　　　　 ・インフルエンザの罹患は加入タイプ別の定額払い
　　　　　　　　　　　　　　　　　　※実習中の検査代は、損害保険で対応

共済制度による加入者本人の感染症罹患への補償

2022年度版
学 生 用

看護、その他医療・福祉

■ 学生本人の感染症罹患　事故例 見舞金

新型コロナウイ
ルス感染症

同居の母親が発熱し、翌日、自分も発熱した。PCR検査を受けたところ、新型コロナウイルス陽性
となり、感染が確認された。入院できず、2週間自宅で待機した。（上限10日）

30,000円
（Will2に加入）

新型コロナウイ
ルス感染症

臨地実習先の患者さんに新型コロナウイルス感染者がでた後、院内感染が拡大しクラスターが発
生した。発熱、咳、痰、呼吸の苦しさを感じ、PCR検査を行ったところ陽性となった。臨地実習は中
止し、治療のために23日間入院した。（上限21日）

84,000円
（Will2に加入）

新型コロナウイ
ルス感染症

診断の数日前に行った飲食店でクラスターが発生した。発熱と頭痛・倦怠感の症状が出たため受
診し、新型コロナウイルスと診断された。8日間入院した。

32,000円
（Will2に加入）

インフルエンザ 学校でインフルエンザが流行しており、その後発熱。病院を受診したところ、インフルエンザと診
断され、薬を処方され自宅で療養した。

7,000円
（Will2に加入）

感染性胃腸炎 どこで感染したか不明だが、嘔吐と下痢と発熱の症状がでたため受診し、感染性胃腸炎と診断され
た。症状が続いたのでに、治療のために4日間入院した。 35,000円

※　対象となる感染症は、総合補償制度「Will」のホームページをご参照ください。

感染症名 件数
新型コロナウイルス感染症 422
感染性胃腸炎 （ノロ・ロタウイルス等） 84
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 12
流行性角結膜炎 10
無菌性髄膜炎 7
インフルエンザ 6
マイコプラズマ肺炎 5
その他 31
合計 577

■ 感染症罹患　報告件数 ■ 感染症罹患　報告件数内訳
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集計期間：2020年 4月 1日～ 2021年 3月 31日集計期間：2020年 4月 1日～ 2021年 3月 31日集計期間：2020年 4月 1日～ 2021年 3月 31日集計期間：2020年 4月 1日～ 2021年 3月 31日

※　2022年度より、実状に合わせて補償内容が一部変更となりました。
　　・�厚生労働省の新型コロナウイルス感染症に対する就業制限の基準が、自宅療養と宿泊療養については区別なく同じ制限内容であることから、自宅療養と宿

泊療養を同一のものとして対応します。
　　・同様に、厚生労働省の就業制限解除基準に合わせ、自宅療養・宿泊療養のお支払い上限日数を、10日間とします。
　　・病院入院治療後の自宅療養・宿泊療養については、入院前の療養日数と合計して10日間まで対応できるようになりました。
※　補償開始日は、新型コロナウイルス感染症と診断された日です。申請の際には、診断日・自宅および宿泊療養期間・病院入院期間(入院治療の場合のみ)の記載

された保健所や医療機関発行の証明書類が必要です。
※　今後ワクチン接種の普及や治療薬により、療養日数が短縮されたり実費負担が生じる等、状況が変わった場合には補償を変更することがありますので予めご

了承ください。

新型コロナウイルスに対する「Will」での感染補償（当面の間）
= 共済制度で1回の罹患につき、10万円を限度にお支払いします =

①
保健所などの指示により
自宅療養・宿泊療養した場合

（タイプ別の通院日額×療養日数（上限10日間））

例

新型コロナウイルスと診断され、保健所の
指示で8日間自宅療養
通院日額 3,000円×待機日数 8日間

= 24,000円

② 病院入院治療をした場合
（タイプ別の入院日額×入院日数（上限21日間））

例

新型コロナウイルスと診断され、
医師の指示で病院に21日間入院
入院日額 4,000円×療養日数 21日

= 84,000円

（Will2の場合）

（Will2の場合）
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■ 二次感染　事故例

新型コロナ
ウイルス

介護リハビリセンターで臨地実習を行っていた学生が、実習4日目に発熱し病院を受診。PCR検査の結果、陽性が判
明した。保健所の指示により介護リハビリセンターの職員、利用者全員のPCR検査を実施し、検査結果として利用者
1名が陽性となった。実習先施設では、デイサービスを休業し、消毒等の処置をした。
メディカル少短：￥554,000（休業補償の一部費用補てん+PCR検査代（実費分）+消毒代+搬送代）

小児看護実習後2日目に学生が発熱。検査の結果新型コロナウイルスと判明。
発熱2日前が保育園実習の最終日のため濃厚接触者に該当。その日に接触した保育園のスタッフ及び園児30名に
PCR検査実施。検査の結果、全員陰性であった。
メディカル少短：�￥208,000（PCR検査のうち、公費以外に負担した医療費実費（￥90,000）交通費（￥65,000）+消毒代

（￥50,000）+園児各々へのお詫び品（￥3,000））

歯科診療所にて実習中に学生が発熱。検査の結果新型コロナウイルスと判明。
①濃厚接触者として、実習先の医師・スタッフにPCR検査と歯科医院施設の消毒を行った。
②10日間の休業。
メディカル少短：�￥80,000（公費負担にはならなかった濃厚接触していたスタッフの検査費用（￥30，000）、消毒費用

（￥20,000）、実習先へ持参した菓子折り代（￥30,000））
共　済　制　度：お詫び費用（休業補償の一部補てんとして上限10万円までの実費対応）

学生が早朝に発熱および頭痛の症状が出たため、PCR検査を実施。結果、新型コロナウイルス陽性となった。発熱の症状が
出た前日に臨地実習先で訪問看護にも参加しており、二次感染事故発生の危険が生じた。感染が拡大していないかの確認の
ため、実習施設の職員及び訪問先の患者さんがPCR検査を実施した。
メディカル少短：￥204,000（PCR�検査代（実費分・12名）+�交通費+�お詫び費用）

インフル
エンザ

臨地実習終了日、インフルエンザに感染していることがわかり、医師の指示により実習施設の利用
者ならびスタッフに薬の予防投与をした。投与は利用者46名、職員46名の92名分になった。

300,617円

分娩介助実習を行った日の夜中に発熱し、翌日インフルエンザに感染していることが発覚した。濃
厚接触をした４名に（産婦さん・ご主人・担当医師・担当助産師）に抗インフルエンザ薬を予防投
与した。

16,783円

マイコプラ
ズマ肺炎

病院受診をし、マイコプラズマ肺炎と診断され実習病院へ報告した。受け持ち患者さんは施設へ退
院の予定であったが、この結果を受け、予防のため入院期間が18日間延長された。（感染している
かどうか不明なため）この延長によりかかった入院費用を補償した。

28,070円

百日咳
学生が百日咳に罹患していることを知らず、患者さんと接触をしてしまった。患者さんに症状は出
ていないが、予防のために患者さんが薬を3日間内服した。

1,380円

水痘
どこで感染したか不明だが、学生が水痘に罹患した。病院実習中であり、濃厚接触者3名（指導者1
名、患者2名）に水痘ワクチンを接種した。

17,280円

疥癬
学生が、実習病院での実習終了後、疥癬に罹患していることが分からなかったので、次の実習病院
で実習を行った。次の病院実習中に症状が出現し、受診したところ疥癬と診断された。受け持ち患
者さんは3人部屋で入院していた。その患者3名、スタッフ23名を対象に薬を投与した。

20,304円

患者さん等への二次感染事故の補償

新型コロナウイルスの二次感染事故で 
実習施設に想定される経済的損失への補償 

～メディカル少額短期保険（株）（1事故100万円限度に補償）～

●濃厚接触者の検査・治療費用等で実費が生じた場合
　・PCR検査で実費が生じた場合の費用（現在、公費負担部分あり）
　・肺のコンピュータ断層撮影・CT検査費用
　・濃厚接触者の検査所までの交通費・搬送代・お見舞品代
　・�濃厚接触者が感染した場合の治療費・入院費の実費分（現在、公

費負担）
●消毒費用（当該実習生の滞在が明確な場所に限ります）

実習生が起こした二次感染事故では、実習生に法的な賠償責任は通常生じません。
ただ、実習生には、ご自身の健康管理を万全にするなど善管注意義務をもって、実習に臨むことが必要不可欠と考えられま
す（道義上の責任）。それでも、実習生が実習中に感染症に罹患した場合は、二次感染の恐れが生じるため、速やかに実習受
け入れ施設は感染拡大防止のための措置をしなければなりません。当会では、そのためにかかる費用を臨地実習施設の経済
的損失として補償の対象とし、実習生が起こした感染事故に起因して養成施設が負うべき管理上の責任（初期対応費用）の
範囲内で、メディカル少額短期保険（株）（100万円限度）と共済制度（10万円限度）により対応いたします。

二次感染事故に対するその他の補償 
～共済制度（1事故10万円限度に補償）～

●病院・介護施設・在宅看護ステーション等で、実習生と
濃厚接触したスタッフの自宅待機に伴う、臨時スタッフ
の補充費用の一部

●患者さん等の濃厚接触者がPCR 検査等で入院が長期化
（ 他の疾病の手術ができない場合等）した時の、延長した
入院費用の一部

●二次感染事故により生じたお詫び費用（休業費用含む）
etc etc

�

�

�

�
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共済制度共済制度共済制度共済制度 < 補償内容 ＞10万円を限度とする見舞金

損害保険では補償されない事故に対する補償

訪問看護実習中、訪問先から自転車で帰っている途中でフェンスに衝突してしまい、借りていた電動自転車を破
損させ修理が必要となった。※自転車は受託者賠償責任保険対象外。 8,640円

学校から借りていた図書室の本をどこかで紛失してしまった。　※鍵以外の紛失は損害保険対象外 2,895円

■ 賠償事故のうち、損害保険の対象とならない事故に対する見舞金支払い例 見舞金

生活支援看護学実習のため訪問看護師と自転車で療養者宅を訪問した。暑い中での移動と、家の中が蒸し暑く、ケ
アの見学中に気分が悪くなり救急車で搬送され熱中症と診断された。※熱中症は傷害保険対象外 10,900円

■ 熱中症見舞金支払い例 見舞金

■ 針刺し等傷害を伴う感染や飛沫や曝露等の感染　事故例 保険金

学内演習中、看護師役が自分の手に針を刺したことに気づかず、患者役の私にそのままその針を刺してしまった。
医師から両者の検査が必要との指示があり、看護師役と共に検査を受けた。 26,370円

実習中、誤って医療廃棄物用のゴミ箱にアルコール綿を捨ててしまったため、慌てて取り出そうとして素手のま
ま手を入れたところ、指に使用済みの針を刺してしまった。感染の可能性があるため検査を受けた。その後、１ヶ
月後、３ヶ月後、６ヶ月後に再検査を受けた。

30,380円

※    針刺し事故による念の為の血液検査は、原則公的な健康保険の適用外ですので、高額な検査代（10割負担）になります。

実習中、受け持ち患者さんがインフルエンザに罹っていたことが分かった。濃厚接触
をしていたため医師の指示で受診をし、予防薬としてリレンザを処方された。 2,240円

分娩介助見学中、小児の臍帯を切断した際に臍帯血が飛び、左目粘膜に曝露。病院の
マニュアルに従い、流水で5分洗い流し、採血による検査を受けた。 35,560円

入浴介助の実習中、C型肝炎のキャリアの患者であることを知らずに素手で洗髪を
行った。自身の右手背に擦り傷があったため、実習担当医に相談し検査を受けること
になった。

9,090円

感染予防・検査費用　損害保険による補償
＜補償内容＞臨地実習中に発生した事故に対し、感染予防・検査費用として50万円を

　　　　　　　　限度とする実費（ただし、医師等の指示または指導に基づくものに限ります）

令和2年7月豪雨（西日本での集中豪雨）で、自宅が洪水により半壊し、教科書や学校指定の教材が水に浸かって使
用できない状態となり、再購入をした。 12,400円

■ 地震・水害等の天災・地変や火災による見舞金支払い例 見舞金

幼稚園実習で、園児に靴をはかせていた際、他の園児に眼鏡をとられ、柄の部分を折ら
れてしまった。
※修理費を園児に請求することが難しいため共済対応。

8,532円

学内演習中、アルコールで手指の衛生をした後、両手背と手掌がヒリヒリしだして赤く
なり、掻痒感が生じたため病院に行き治療を受けた。今までアルコールでアレルギー症
状が出ることは知らなかった。※初回の医療費実費対応

1,700円

訪問介護の実習で同行した看護師が猫を飼っており、その看護師の車で実習に行った。車
に猫はいなかったが、付いていた毛によってアレルギー性結膜炎を発症し、病院で治療を
受けた。今まで猫アレルギーがあることは知らなかった。　※初回の医療費実費対応

2,240円

患者さんのケア中、突然大声で制止され、振り回した腕があたった。その際強い不安に襲われ過呼吸をおこした。
食事が喉を通らず、精神状態が不安定となり心療内科を受診した。※メンタルケアは傷害保険対象外。 5,640円

■ 臨地実習中や学校管理下における予期せぬ損害に対する見舞金支払い例 見舞金
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日数 件数 日数 件数
1 375 9 25

2 176 10 20

3 127 11 13

4 93 12 16

5 83 13 16

6 58 14 13

7 37 15 20

8 40 16～ 238

「Will」の傷害保険は、免責日数が無く、通院1日目から補償
されます。また1日～4日間位の通院（上表参照）のご請求
が圧倒的に多いため、通院日額を高く設定し、短い通院期間
でも手厚い補償を受けられるところが特長です。

傷　害傷　害傷　害傷　害 < 補償内容 ＞入院日額、通院日額、手術保険金、死亡・後遺障害保険金（免責日数なし）

学生本人のケガの補償（補償範囲はWillのタイプによる）

学校管理下
562件
(31.0%)

臨地実習中

プライベート
な時間

登下校中
714件 (39.4%)

301件
(16.6%)

224件 (12.4%)
事故件数
1,811件

10件 (0.6%)
その他

通院保険金日額  ×  通院日数  ＝  お支払い金額
（3,000円） （4日間） （12,000円）

例えば Will2の場合

昼休み、学校の階段を降りる際、階段を踏み外し左足をひねってしまい、じん帯を損傷し通院した。左足首靭帯損傷。 54,000円

放課後、校内の体育館で遊んでいた際、友達と衝突して転倒。足を強打し、激しい痛みを伴ったため病院を受診し
た。左大腿骨骨折。 838,000円

学内演習中、アンプルカットをしていたところ、誤って右手の人指し指を切ってしまった。右手第一指切傷。 9,000円

学生同士の採血の学内演習中、患者役として右尺側正中皮静脈を穿刺された。その直後、痛みとしびれを感じ、す
ぐに抜針されるも、痛みは継続した。激痛は数十秒で治まったものの、穿刺部に弱干のしびれと痛みが残り、診察
を受けたところ、神経損傷と診断された。

12,000円

学内演習中、ホットパックを作成していたところ、うっかり
手を熱湯につけてしまった。左腕熱傷。 27,000円

学内実習時、高齢者疑似体験装具をつけて患者役として
ベッドに横になり、そこから起き上がる動作をしようとし
た際に、腰を捻ってしまい腰に痛みが出た。腰部捻挫。

37,000円

移乗の演習中、患者役の学生を端座位から椅子へ移乗する
際、軸足にしていた左膝を大きく捻ってしまい激痛が生じ
た。左膝半月板損傷。

150,000円

学内演習中、患者役の学生をベッドから移動していた際、腰
付近に負荷がかかり腰部を痛めた。腰部捻挫。 246,000円

体育の授業のバドミントン中に右足を内反した。右足くる
ぶし骨折。 147,000円

授業中・休み時間
・放課後
40.2%

学校行事中
4.8%

学内演習中
9.1%

体育の授業中
34.9%

部活・
サークル活動中
10.8%

その他
0.2%

学校内での傷害事故（562件）の内訳

■ 学校内で起こった傷害事故例 保険金

■ 傷害補償の通院日数別 支払件数■ 傷害事故の内訳
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5

学生本人のケガの補償（補償範囲はWillのタイプによる）

原付バイクで下校中、赤信号で停止していたところ、ワンボックス
カーに追突され道路に叩き付けられた。脇腹、背中、右肩、足の打撲。 270,000円

バイクで下校中、優先道路を直進していた際に、突然脇道から車が
右折してきたため避けきれずにぶつかり、数メートル飛ばされた。
全身打撲、捻挫、靭帯断裂。

471,200円

母が運転する車の助手席に乗車し、実習先へ直接向かう途中、信号
待ちで停車していたところ、後続車から追突された。
頚椎・腰椎捻挫及び打撲。

261,000円

朝、通学のため車で走行中、前方の車が右折しようと急停車したた
め急ブレーキをかけたところ、後方の車に追突され、三台の玉突き
事故となった。頚椎捻挫。

476,600円

臨地実習先に車で向かっていたところ、信号待ちで停車中後方から
追突された。追突後すぐは症状なかったがしばらくして手のしびれ
体のだるさが現れ病院受診した。頸椎捻挫。

1,273,200円

徒歩
26.8%

自転車
34.0%

バイク
19.2%

車
20.0%

登下校・実習先との行き帰りでの事故
（714件）の内訳

登校中、舗装工事中の道路につまづき転倒し、路上にあった突起物が足に刺さった。病院を受診し、洗浄および破
傷風のワクチン等の治療を受けた。左下腿挫滅創。 54,400円

通学中、駅の階段を降りる際に階段で転倒。左足をひねってしまった。左足首骨折。 102,000円

通学中に自転車で下り坂を走っていた際にハンドル操作を誤り転倒した。頭部裂傷、右手首骨折。 24,000円

下校中、スカートが自転車の後輪に巻き込まれ、急停止したため左膝を捻ってしまった。左膝半月板損傷。 86,000円

下校中、信号のない横断歩道を渡っていたときに左側から来た車にはねられて自転車ごと転倒した。頚椎捻挫、左
足靭帯損傷、両腕擦過傷。 270,000円

登校のために、自宅から最寄り駅まで原付バイクで向かっている途中で、段差にハンドルを取られてブレーキを
かけたらスリップして転倒した。腰部打撲、両腕擦過傷。 9,000円

■ 登下校・実習先との行き帰りで起こった傷害事故例 保険金

実習先の老健施設の調理室で野菜を切裁中に、包丁で左親指の爪と肉を切ってしまった。左手第一指切傷。 21,000円

小児実習で保育園での実習を行った際に、園児に飛びつかれ、その際に園児の頭部と自分の歯が当たり、歯の一部
が欠けてしまった。歯冠破折。 3,200円

在宅実習中、正座の状態から立ち上がる際、足が痺れており、バランスを崩して右足を捻ってしまった。右足首捻
挫。 6,000円

訪問診療の移動中、車のドアに左手中指をはさみ受傷した。左手第三指創傷。 9,000円

リハビリ室で気分が悪くなり、気を失い床に倒れた。その際に、下顎部を強打し、深く切ったため6針縫った。下顎
部の縫合。（てんかん・貧血等の持病なし、一過性の貧血） 12,800円

在宅看護実習中、訪問看護に同行した際に、患者さん宅の飼い猫に左足首を噛まれた。左足首咬傷。 3,000円

■ 臨地実習中に起こった傷害事故例 保険金

実習中、患者さんたちの環境を整えるためソファを移動させていた。移動中に
誤ってソファを自分の右足に落下させてしまい、痛みが軽減しないため病院
を受診。右第四趾骨折。

15,000円

実習中、看護師が抗がん剤を溶解しておりそれを見学していたところ、薬剤が
はねて左目に入ってしまった。左眼異物混入。 6,000円

臨床実習中、患者さんを車椅子からベッドに移乗する際、無理な体勢で腰を
捻ってしまい、腰部を痛めた。腰部捻挫。 99,000円

実習先のレクリエーションでバレーボールを行った。ジャンプし着地した際、
右膝の中がパキッと鳴りそれから動くことができなくなった。右足靭帯損傷。 99,000円
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賠　償賠　償賠　償賠　償 < 補償内容 ＞1事故1億円限度（免責金額なし）

第三者に対する賠償責任への補償

自転車で歩道を直進中、ポケットの中のスマートフォンが落ちそうになった。それを直すため気を取られ、信号待
ちの自転車に気づかずに衝突し、相手が倒れて、足を骨折させてしまった。（示談交渉サービスを利用） 701,900円

駅構内の下りエスカレーターに乗っていた際、持っていたスーツケースが滑り落ち、エスカレーターの下側を歩
いていた人にぶつかり転倒させ、右手首の骨二ヶ所にひびが入ってしまった。（示談交渉サービス利用） 529,500円

自転車で通学中、カーブで前の自転車を加速して追い抜こうとしたところ、ハンドル操作を誤り後ろから衝突。相
手を転倒させてしまい足を骨折させてしまった。（示談交渉サービスを利用） 673,700円

自転車で歩道を直進中、前方にいた歩行者が道路を渡ろうと急に方向転換し、衝突して相手が倒れて、腕の骨折等
のけがを負わせてしまった。（示談交渉サービスを利用） 410,000円

登校中、自転車で歩道を直進している際、後ろから来ていた自転車が自分を追い越そうとしていたので、それに気
を取られて、前から来ていた自転車に気付かず、衝突してしまった。右足第一趾爪剥離、右肘の打撲等のケガを負
わせてしまった。（示談交渉サービス利用）

184,070円

通学中、自転車で坂道を下っていた際、前方を歩いている人を避けようとハンドルを切ったところ、雨で路面が濡
れており、スリップして転倒してしまいそのまま衝突してしまった。大けがをさせてしまい、後遺症も負わせてし
まった。（示談交渉サービス利用）

2,532,165円

※事故状況によって過失相殺が適用される場合があります。

■ 移動中に起こった対人賠償事故例 保険金

教室から出て行こうとしていた友人を引きとめようと後ろから肩に手をかけた際、私がつまづき、転倒。友人を
引っ張る形になってしまい、友人も転倒してしまった。友人の足の靭帯を損傷させた。 441,040円

学校の廊下の掲示板を見ていた際、周囲を確認せずに後退したところ、三者面談に来て
いた他の学生の保護者にぶつかり、転倒させて肩を骨折させてしまった。 185,710円

学校行事のオリエンテーション準備でダンボール箱を運んでいた。ダンボール箱を抱え
ていたため前がよく見えず、友人に後ろからぶつかり転ばせて捻挫させてしまった。 18,100円

更衣室から出ようとした際に、出口の暗幕カーテンに人がいることに気づかず、自分の
頭部と相手の前歯が衝突した。相手の歯が一本折れてしまった。 90,990円

■ 学校内で起こった対人賠償事故例 保険金

損害保険会社による

がついています！

実習先で患者さんを椅子へ移動させ座らせた際、支えてあげなければいけなかったのに手を離してしまったた
め、坐位保持できずに転倒させてしまった。左側頭部に血腫ができ、左胸も痛めた。 340,000円

介助が必要な患者さんを車椅子からベッド上に移動させようとした際、誤って足を後ろに強く引っ張ってしまっ
た。患者さんが痛みを訴えられ、腫れもみられたので、検査をしたところ骨折の診断が出た。 151,650円

保育園にて園児たちから「遊ぼう。何かして」と言われたため、お馬さんごっ
こで遊んだ。２人の園児を背中に乗せ、ホールを１周し終えた際に大きく揺
らしてしまい、後側に乗っていた園児が後方に倒れ、近くにあった棚の角に
頭をぶつけて耳の後ろの方を切り、出血させてしまった。

2,160円

実習中、患者さんを車椅子からベッドへ移動する際、患者さんの下腿を車椅
子に当ててしまい、表皮剥離を起こし出血してしまった。医師が診察し縫合
となった。

9,364円

実習中、昼食準備のためにベッドから車椅子へ患者さんを移乗する際に、ひ
じ掛けの隙間に患者さんの腕を挟んでしまった。腕を引き出そうとしたとき
にひじ掛けと腕がすれて左前腕に8センチの皮膚剥離が起きた。

8,860円

■ 臨地実習中に起こった対人賠償事故例 保険金
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順位 物品名

1 湯温計・水温計・体温計

2 ロッカー備品（鏡・雫受け等）

3 血圧計

4 モデル人形・模型

5 ベッド・オーバーテーブル

■ 学校内で多い破損物分娩介助技術の練習で、コッヘルと剪刀を間違えて使用してしま
い臍帯をコッヘルで挟むつもりが剪刀で切断してしまったため
修理が必要となった。

66,960円

看護技術での演習中、体位変換の途中でベッドの高さを変えよう
と思い、リモコンを操作したが、途中で動かなくなったためコード
を確認したところ、機械の上下する部分に挟まれて断線していた。

54,108円

学校内で胎盤モデルと臍帯モデルを娩出させる実技演習を行っ
た際に、無理に引っ張ったため、接続部分が破損し、修理をした。 31,680円

演習中、水温計を落とし破損した。中の水銀と塗料が飛び散り、教員のユニフォームが汚れた。クリーニングでは
落ちないため、新しい水温計とユニフォームを購入した。 3,880円

清掃中、養成施設のノートパソコンの拭き掃除をしていた時に、キーボード上にペンがあった状態でノートパソ
コンを閉じてしまい、液晶画面が割れて修理をした。 81,500円

■ 学校内で起こった対物賠償事故例 保険金

担当の患児である4歳児に、人形の髪を乾かしたいと言われたため、病院の備品であるドライヤーを渡した。その
場に大人は学生だけで近くにいたが使用に付き添わなかった。その子供は人形にドライヤーをあて続けたため、
人形が熱で焦げてしまい人形を弁償した。

2,400円

患者さんの食事介助を行った後、オーバーテーブルの上に置いていた義歯の入ったコップを誤って落としてしま
い、下顎の義歯が2つに割れ破損させてしまい、修理代を請求された。 29,310円

順位 物品名

1 湯温計・水温計・体温計

2 患者さんの私物（コップ・置時計等）

3 ロッカー備品（鏡・雫受け等）

4 血圧計

5 パルスオキシメーター

■ 実習先で多い破損物病院から実習のため借りていた血圧計を使用中、手を滑らせて
落下させてしまい、画面を破損させてしまった。 7,128円

患者さんの血中酸素濃度を測定するため、パルスオキシメー
ターを使おうとした際、誤って本来押す部分の反対側の部分を
強く押してしまったためジョイント部に亀裂が入り破損させて
しまった。

46,440円

受け持ち患者さんのベッド周辺の片づけをしていた際、袋があ
り、ゴミを入れていると思い、確認せずに捨てた。その袋には、患
者さんの下着が入っていたため弁償した。

880円

■ 臨地実習中に起こった対物賠償事故例 保険金

自転車で帰宅していたところ、カゴに入れていた荷物が落ちそうになったため、戻そうとした時にバランスを崩
して自転車ごと転倒した。駐車中のタクシーに倒れた自転車が当たり、車に傷をつけてしまった。 85,700円

自転車運転中、路上に停車していたトラックを避けたところ、前方からきた車と正面衝突した。過失割合分の車の
修理費を請求された。（示談交渉サービス利用） 948,823円

コンビニの駐車場を自転車で抜けようとした際、前カゴに入れていたカバンの重みでバランスを崩して倒れてし
まい、駐車していた車のバンパーをこすり、傷をつけてしまった。（示談交渉サービス利用） 39,299円

駐輪していた自分の自転車に荷物を載せようとしたところ、バランスを崩して自転車が倒れ、隣に停めてあった
バイクにぶつかり、バイクの一部を破損してしまった。（示談交渉サービス利用） 90,880円

自転車で通学中、下り坂のカーブを曲がったところ、よそ見をしたために、停止中の車に気づかずに衝突してし
まった。車左後部のパーツが破損し、車体に傷をつけてしまった。 264,700円

■ 移動中に起こった対物賠償事故例 保険金

実習先病院の控室に入るためのカードキーをどこかで落としてしまい、紛失してしまった。探しても見つからな
いため再作成し、防犯のためプログラムの書き換えも行った。 1,620円

実習中、白衣の胸ポケットに更衣室のロッカーの鍵を入れ昼休憩に鍵を開けようとしたが、この時に失くしたこと
に気付いた。病棟や患者さんの部屋など行った場所を探したが見つからず、新しい鍵を作ることになった。 1,080円

※お支払いは原則時価額限度となります。

■ 鍵の紛失による錠交換費用補償事故例 保険金
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ホームページ
携帯・PHSからもご利用いただけます

ハ ロー  ミナ  ゴーゴー

第三者にケガをさせた
第三者の物を壊した

感染症に
罹患した

傷害保険で
対応 賠償責任保険で対応 共済制度で

対応

学校や実習先の担当者に連絡

学校から事故報告書を受け取る

事故報告書を学校に提出　学校からWill事務局へFAX

Will事務局より損害保険会社へ送付

損害保険会社（保険金）・Will事務局（見舞金）より請求書を学校に送付

請求後、保険金・共済見舞金が、指定の口座へ振り込まれる

請求書を学校より受け取る
請求用紙（同封の請求書記入例参照）に、必要事項を記入し並びに必要書類を添付してください。

病院を受診 病院を受診

事故発生から保険金（共済見舞金）請求までの流れ

損害保険
会社によ

る

がついています
！

対人事故の場合 対物事故の場合

事故報告書はホームページからもダウンロードできます。 https://www.medic-office.co.jp/will/accident/

上記QRコードから、事故報告書の書き方・注意点・必要な書類を確認できます。

ご自身が
ケガをした

自転車事故等による対人事故の場合は
損害保険会社による

示談交渉サービスを
ご活用ください。

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
場
合
は「
⑦
事
故
報
告
書
兼
共
済
見
舞
金
請
求
書
」を
事
務
局
へ
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。
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