
「学生の海外渡航に関する安全管理指針について:別紙 学修の一環における海外渡航について」より  

本学に在籍している学生で、学修・研究・学会等の目的で、海外に渡航する予定のある学生の皆さんは、危機管理サービス「OSSMA」と海外旅行保険
への両方の加入が必須義務となっています。※渡航期間の短期・⾧期を問わない。※学部生・院生（留学生含む）等の種別を問わない。

加入必須! 危機管理サービス「OSSMA」と海外旅行保険について

Ⅱ
「OSSMA セット型保険」で

海外旅行保険に加入する
AorBどちらかのプランを選択

Ⅰ
「OSSMA Plus」で

海外旅行保険に加入する
※医療保障のみで賠償は含まない保険

Ⅲ
ご自身で

他社の

海外旅行

保険に

加入する
※下記事項必ず

チェックしてくださ

い!

↓

Ⅳ
ご自身やご家族の

クレジットカード付帯保険

を利用する
※下記事項必ずチェックしてください!

☑保険の条件は?
自動付帯or利用付帯
→利用付帯の場合、航空券の決済や現

地利用必須等の条件がある!

☑保険適用期間はOK?
→カードの種類によって期間が異なる!

☑補償額は足りてる?
→本学では「治療・救援者費用」と「賠償責任」に

ついての補償が5,000万円以上を強く推奨しています。

【下記Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳよりご自身で選択】 海外旅行保険 に加入する

①+Ⅰ
□OSSMA Plus申請書
申請書に必要事項入力後、メールで提出

支払い方法(申請後):決済メールが届く

→コンビニ払い or クレジットカード決済

※決済時手数料個人負担

★付保証明書（英字のみ）は登録完了後に

学生派遣係より個人メールへ送付します

提出物1点

①+Ⅲ or ①+Ⅳ

□OSSMA 申請書

□振込明細の写真orコピー
申請書に必要事項を入力・銀行振込後、

上記2点を揃えて学生派遣係へメールで提出

支払い方法(申請前):銀行振込のみ ※振込手数料個人負担

□海外旅行保険付保証明書の写真orコピー
※渡航者本人の名前と補償額などの内容が確認できるもの

★付保証明書を入手次第、学生派遣係へメールで提出すること

※付保証明書とは、保険の加入者証のことです

①+Ⅱ

□OSSMA 申請書
□振込明細の写真orコピー
申請書に必要事項を入力・銀行振込後、

上記2点を揃えて学生派遣係へメールで提出

支払い方法(申請前):銀行振込のみ

※振込手数料個人負担

↓学生派遣係からの登録完了連絡後・・・

□OSSMA海外旅行保険

加入者証の写真orコピー
★保険加入者証は申請時に記入した住所に

郵送（紙）で届くので、コピーまたは写真を

学生派遣係へメールで提出すること

【
参
考
資
料
】
料
金
表

▼▽▼ 提出物の確認フロー ▼▽▼

①【全員共通】危機管理サービス「OSSMA」 に加入する
OSSMAは、学生のみなさんが海外での研修や生活を無事に過ごせるよう、滞在中に困りごとが発生した場合に、24時間365日、日本語・英語で適切なサポートを提供するサービスです。

※サービスの詳しい内容は'「OSSMA」手引きパンフレット'を参照して下さい。※OSSMAは海外旅行保険ではありませんので、海外旅行保険の加入も別途必要になります。

提出物3点

提出物3点

「OSSMA セット型保険」料金表（AorB）「OSSMA」および「OSSMA Plus」料金表(消費税10％)



・海外旅行保険に加入する際の各種項目について
　海外旅行保険の主な補償内容の項目について下記の通りにまとめています。参考にして下さい。
　※補償内容の項目の有無や表記、支払われる保険金の条件や支払額などは各保険会社によって異なりますので必ずご自身で確認をした上で加入して下さい。

OSSMA
会員専用保険
セット型A

OSSMA
会員専用保険
セット型B

OSSMA
Plus

○
上限1億円

○
上限1億円

○
上限1億円

○
上限1億円

○
上限1億円

○
上限1億円

× ○
100万円

×

× ○
100万円

×

× × ×

× ○
上限1億円

○
上限1億円

○
上限1億円

○
上限1億円

×
学部生は学研災(医
学賠)の補償にてカ

バーすることを想定
※

× ○
上限20万円

×

× ○
上限10万円

×

× ○
上限2万円

×

× × ○
受診2回まで

× × ×

× × ×

× × ×

× × ×

　　　海外渡航中は、どのようなトラブルに巻き込まれる可能性が高いのでしょうか。

　　　参考資料として、ジェイアイ傷害火災がまとめた2018年度の補償項目別トラブル割合を確認してみましょう。

　　1位　治療・救援費用　（46.4％） →上段表の◆治療費用/◆救援費用 の項目にあたります

　　2位　携行品損害　　　（26.9％） →上段表の◆携行品損害 の項目にあたります

　　3位　旅行事故緊急費用（23.0％） →上段表の◆航空機寄託手荷物/◆航空機遅延費用 の項目にあたります

　　1～3位までで、発生したトラブルの96.3％を網羅しています。

　　つまり、海外旅行中に起こるトラブルは、上記3項目になる可能性が極めて高いといえます。

　　ちなみに、5位の「個人賠償責任」は1.0%と事故件数割合は少ないものの、

　　トラブル時には賠償金が非常に高額になりやすいということに注意しましょう。

　　※この資料はあくまでも参考資料です。必要な補償は個人の状況や判断に合わせてよく考えて選びましょう。

国際交流課 学生派遣係（OSSU） 2019.12.12更新版

≪アメリカでの事例≫
留学先大学の階段で転倒し
手足を骨折。診断の結果長
期間入院することになり、
母親を日本から呼び寄せる
ことになった。
治療費用
約9,669,000円
救援者費用
約201,000円
→日本円にして合計約１千万
円ものお金がかかることに！

【参考資料】海外でよくあるトラブルについて

例えばこんな時…

≪例≫寮のシャワーを誤って
壊した。研修先の病院の機器
に誤ってぶつかったときに壊
してしまい、損害賠償を請求
されてしまった。

≪例≫研修先を撮影中に、
誤ってスマホを落として画
面を割ってしまい修理が必
要になった。

≪例≫現地到着後ロストバ
ゲージが発覚、身の回りの
必要な物を購入した。

≪例≫乗るはずだった飛行
機が8時間遅れることにな
り、食事代がかかった。

≪例≫自分の父親が不慮の
事故により病院へ搬送され
危篤状態との連絡が入った
ため、すぐに航空券を手配
し日本へ一時帰国した。

≪例≫留学中に急に親知ら
ずが痛み出し、鎮痛剤だけ
ではどうしようもなくな
り、現地で歯科受診した。

≪例≫実習中に患者から不当
な言い分をつけられてしまい
賠償請求をされてしまったた
め、弁護士へ相談した。

≪例≫渡航予定だった空港
でテロが発生し、終日空港
が閉鎖されてしまったた
め、再開するまでホテルに
宿泊して待機することに
なった。

契約した補償金額が定額
で支払われる。

◆治療費用

◆救援費用

◆入院一時金

海外渡航中の偶然な事故によるケガが原因で、事故発生日から
所定の期間内に死亡した場合に保険金が支払われる補償。

補償項目

ご自身のケガ・病気に関する補償

◆傷害死亡

◆傷害後遺障害

◆疾病死亡

補償内容の説明

海外渡航中の偶然な事故によるケガが原因で、事故発生日から
所定の期間内に後遺障害が生じた場合に保険金が支払われる補
償。

海外渡航中の病気が原因で、事故発生日から所定の期間内に死
亡した場合に保険金が支払われる補償。

海外渡航中に事故によるケガを負ったり、病気になったりして
医師の治療を受けた時に保険金が支払われる補償。救援費用補
償とセットになっていたり、病気と傷害で分かれている場合も
ある。

海外渡航中の偶然な事故によるケガや病気が原因で、死亡、ま
たは3日以上連続して入院した場合などに家族が現地に向かう場
合の損失（移動交通費など）を補償。

海外渡航中のケガや病気が原因で一定期間以上入院した場合に
一時金が支払われる補償。

支払われる保険金

後遺障害の程度に応じ
て、契約した補償金額を
上限に支払われる。

契約した補償金額を上限
に、実損分が支払われ
る。

契約した補償金額を上限
に、実損分が支払われる

契約した補償金額を上限
に、実損分が支払われ
る。

契約した補償金額が定額
で支払われる。

他人や物への賠償責任を補償

海外渡航中に偶然な事故により他人や物に損害を与え、被保険
者が法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金が支払われる
補償。

契約した補償金額を上限
に、実損分が支払われ
る。◆賠償責任

※学研災(医学賠)の場合、「積極的かつ恣意的な私的活動中」を除きます。例えば、空き時間に別行動して観光に行ったり街に出て飲酒の結果、ケガをした場合等が該当します。

◆携行品損害
海外渡航中の盗難・破損・火災などの偶然な事故により、被保
険者の携行品（カメラ、衣類、旅券など）に損害が生じた場合
に保険金が支払われる補償。

契約した保険金額を上限
に、損害が生じた携行品
の修理費または時価額の
いずれか低い方が支払わ
れる。

ご自身の持ち物を補償

契約した保険金額を上限
に、実損分が支払われ
る。 取り扱いは保険会
社によって異なる。

◆航空機寄託手荷物
航空会社に預けた手荷物の到着が所定の時間以上遅れた場合
に、やむ得ず必要となった身の回りの品の購入費を補償。

契約した保険金額を上限
に、実損分が支払われ
る。

◆航空機遅延費用
乗る予定の飛行機が離陸時、着陸時、乗り継ぎ時に遅延して臨
時の宿泊費や食事代、移動のタクシー代などを出費した場合の
費用を補償。

契約した保険金額を上限
に、実損分が支払われ
る。

その他の費用に関する補償

≪例≫帰りに乗るはずだっ
た電車が車両故障のために
急遽タクシーを使って空港
へ向かった。

◆緊急一時帰国費用

被保険者が、海外渡航期間中(一時帰国している期間を除きま
す。)に、保険の対象となる方の配偶者もしくは2親等以内の親
族の死亡、危篤または搭乗した航空機･船舶の遭難･行方不明に
より、被保険者が一時帰国された場合に、保険金が支払われる
補償。

契約した保険金額を上限
に、実損分が支払われ
る。 取り扱いは保険会
社によって異なる。

◆緊急歯科治療
海外渡航中、急激な歯の痛みや苦痛を一時的に除去・緩和する
ための応急治療を受けた場合に保険金が支払われる補償。

契約した保険金額を上限
に、実損分が支払われ
る。 取り扱いは保険会
社によって異なる。

◆弁護士費用
海外渡航中の偶然な事故により被害を受けた被保険者が弁護士
に法律相談を行なった場合や、損害賠償請求を弁護士に委託し
た際の弁護士報酬を補償。

◆テロ対策費用
海外渡航の最終目的地への到着が保険期間の末日の午後12時ま
でに予定されているにもかかわらず、所定のテロ行為によって
遅延した場合に保険金が支払われる補償。

契約した保険金額を上限
に、実損分が支払われ
る。 または、契約した
補償金額が定額で支払わ
れる。 取り扱いは保険
会社によって異なる。

◆偶然事故対応費用
海外旅行中の予期せぬ偶然な事故により、被保険者が旅行期間
中に負担を余儀なくされた費用を補償。

契約した保険金額を上限
に、実損分が支払われ
る。 取り扱いは保険会
社によって異なる。

「海外旅行保険」に加入する際に必ず確認するべき 補償 について

本学では、万が一の際に多額の出費が予想される「治療・救援者費用」と「賠償責任」についての

補償額が 5,000万円以上 の海外旅行保険に加入することを強く推奨しています。



医学部 医学科
医学部 保健衛生学科
歯学部 歯学科
歯学部 口腔保健学科

取扱
問合先

大学取扱の各保険種類 □ □ □
学生教育研究災害傷害保険（学研災）

◎
全員加入※

◎
全員加入※

△
任意加入

学生教育研究賠償責任保険（医学賠）
※学生教育研究災害傷害保険の加入者のみ申込可能

△
任意加入

◎
全員加入※

△
任意加入

国際交流課 学生派遣係（OSSU） 2019.12.12更新版

【重要】海外留学/渡航の際は、まず現在ご自身が加入している保険の種類を必ずご自身で確認しておきましょう!
※「◎全員加入」となっている保険も、皆さん加入していることを証明するものを当係(OSSU)では確認することができませんので、
必ずご自身の加入状況はご自身にて確認をお願いします。加入状況や詳細については各取扱/問合先までお問合せ下さい。
また、下記の内容はあくまでも概要を示したものですので詳しい補償内容や条件についてはしおりや約款等で確認してください。

学生賠償責任保険
※加入された時期によって補償内容・補償額・条件などが異なります。ご自身の加入しているタイプを確認してください。

◎
全員加入※

△
任意加入

△
任意加入

学部学生（教養部含む）
大学院生

（修士・博士）

生協本部
（5号館1階）
電話:
03-3818-
5231

学生支援事務室
学生支援総括係
（5号館3階）
電話:

03-5803-
5077

03-5803-
5078

□19H★保険始期:2019年4月1日～3月31日加入までの方 □16H★保険始期:2016年4月1日～2019年3月31日までの方

□14H★保険始期:2014年4月1日～2016年3月31日までの方 □11H★保険始期:2014年3月31日までの方

海外派遣プログラム派遣学生向け

「賠償責任」補償内容チェック表（2019年度版）

※大学が募集する海外研修プログラムで渡航する場合、下記（学研災・医学賠）中でいう「正課中」の活動内容にあたります。


