
日本薬剤師会雑誌

（1066） ―　　　―

お 問 い 合 わ せ 

1 

３．中途脱退時の制度変更内容（ポイント） 

加入10年未満の脱退時に適用される利息を見なおします 

 現在、中途脱退時にお支払いする一時金には利率0.5％が適用されていますが、加
入期間10年未満で脱退される早期脱退時については、利息を以下のように見なお
します 

加入期間１０年以上の中途脱退時に適用される利率は従来どおり

年率0.5％で変更ありません 

加入10年以上 

加入5年以上10年未満 

加入5年未満 

利率は0.5％です。（従来どおり） 

利率は0.5％×1/2です。 

利息は付利されません。 
（払い込まれた保険料をそのままお支払いします。） 

公益社団法人日本薬剤師会 会計・厚生課 TEL.03-3353-1190（担当課直通）FAX.03-3353-6270 

保険料払い込み額の自由度が向上します。 
（払い込み上限額の引上げ、払い込み単位の見直し：2,400円／月→1,000円／月、減額の導入など） 

（※）ただし、65歳で一時金を選択した場合には、加入期間によらず利率0.5％が適用されます。 

全て2018年4月1日以降の変更です。 

● 2018年（平成30年）４月より薬剤師年金保険における幹事銀行が（現）りそな銀行   
  から（新）三井住友信託銀行へ変更となる予定です。この変更につきましては、薬剤師年 
  金保険制度の変更に伴うものであります。従いまして、幹事銀行変更に伴い、薬剤師年金 
  保険制度上で皆様の保険金を管理するシステムも変更となります。 
  システム変更に伴い、薬剤師年金に加入されている年数（月）や加入口数等により、将来

受け取る年金額・一時金額が若干変動することがございますが、現在の保険料をそのまま
納付をし続けた場合、給付額が減少することはありませんので、ご心配には及びませんこ
とを申し添えます※。（ご不明な点は下記問い合わせ先までご連絡ください。） 

 
● 2017年（平成29年）６月、りそな銀行より皆様へ「薬剤師年金保険保険料累計額等   
  ご案内」をお送りいたしております。当該ご案内には、①現在のお申込み内容及びお払 
  込みいただいた保険料のご報告、②日本薬剤師会年金保険制度年金プラン、③口数増加申 
  込書の３点が掲載されご活用いただける形式となっております。 
  しかしながら、制度変更後は、本資料にも記載の通り保険料の払込単位が1,000円単位と 
  なるなど、現制度からの変更点がいくつかございます。 
  つきましては、すでに皆様のお手元にございます「薬剤師年金保険保険料累計額等ご案 
  内」中の上記②及び③は、新たな薬剤師年金制度では、ご参考及びご活用はできなくなり 
  ますので、ご注意いただきますようお願い申し上げます。 
 
● 2017年12月から2018年１月頃に、詳細等について記述した文書を、別途皆様にお送り 
  いたしますので、今しばらくお待ちくださいますようお願いいたします。 
 

４．幹事銀行の変更について 

～薬剤師年金加入者の皆様へ～ 
 日本薬剤師会の会員の皆様を対象とした薬剤師年金保険は時代の変化に応じて制度
内容を変更しながら現在まで存続してきました。足もとでは2017年度策定の財政健全
化計画のもと、運営してまいりましたが、この度2018年４月より、 
 ・安心改革（継続のしやすさ） 
 ・利便性と満足度の向上 
 ・制度の安定性と将来性の向上 
という３つの目的を実現するため一部制度を改定し、新制度として、より一層の健全
化に向けた運営を続けて参りますので、益々のご活用をご検討ください。 
現制度からの主な変更ポイントは以下の通りです。 

＜新＞薬剤師年金保険制度が開始されます 
～2018年4月に新制度へ移行します～ 

制度変更の主なポイント 

振替口座に指定できる金融機関の選択肢が広がります。 
（信用金庫やネット銀行が対象として追加されます。） 

現在の終身年金（15年保証）に加えて確定年金（10年、15
年）が選択できるようになります。 
（年金受給を選択した際に適用される利率は年率1.0％で変更ありません。） 

4 制度改定にあわせて幹事銀行を変更します。 
（りそな銀行から三井住友信託銀行に変更となります。） 

2 

3 

詳細は次のページ以降でご説明致します。 
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保険料の上限を50万円/月に引き上げると共に、新規加入
（増額・減額）ルールを変更します 

年金受給方法の選択肢が３通りに広がります 

保険料の増額が60歳11ヶ月までできるようになります 

保険料の減額ができるようになります 

 保険料の増額が可能な年齢を60歳11ヶ月まで延長します。（現行は59歳11ヶ月
までです。） 

 保険料の減額ができるようになります。（60歳11ヶ月まで）※ 

 次の３つのパターンから選択することができます。 

終身コース 

10年コース 

15年コース 

65歳から終身にわたってお支払いします。保証期間は15年です。 

65歳から10年間にわたってお支払いします。 

65歳から15年間にわたってお支払いします。 

１．加入者の方に係る制度変更内容（ポイント） ２．年金受給時の制度変更内容（ポイント） 

年金受給を選択した際に適用される利率は年率

1.0％で変更ありません 

（繰上げ・繰延べ年金の選択が可能です。） 

加入期間 10年 20年 30年 

終身コース 4,851 10,210 16,129 

10年コース 11,046 23,247 36,725 

15年コース 7,546 15,881 25,088 

 毎月１万円を払い込んだ場合に受け取ることができる年金額（月額） 

中途脱退時の制度変更内容は 
次頁をご参照ください 

ライフプランに合わせてご選択ください 

各コースの年金額のイメージ 

保険料の引き落とし会社が変更になります 
 2018年４月より保険料の引き落としの委託会社が、りそな銀行からSMBCファイ

ナンスサービスに変更となります。またそれに伴い、通帳の印字が変わります。 
 委託会社変更に際して、口座振替依頼書の再提出をお願いする場合がございます

ので、ご了承ください。（必要な方には別途ご案内致します。） 

振替口座に指定できる金融機関の選択肢が広がります 
 これまで振替口座に指定できなかった、信用金庫や信用組合、農協、労働金庫、

主要ネット銀行が指定頂けるようになります※。 
（※）金融機関によっては指定頂けない場合もございますのでご了承ください。 

薬剤師会退会時の保険の解約（脱退）が必須でなくなります 

保険料中断時にも利率が適用されます 
 保険料の払い込みが困難になった場合には所定の手続きを行うことで、中断前

までに払い込まれた保険料に対して利率を適用します※。 
（※）所定の手続き無く払い込みを中断された場合には、利率が適用されませんのでご注意ください。 

 退会時に年金保険を解約し、一時金を受け取り（今までどおり） 
 退会時に年金保険を解約せず、再入会後再開（新設） 
  ※但し、退会期間中は利率は付与されず、保険料納入はできません。 

（※）一度保険料を減額した場合、次の減額は少なくとも1年以上経過したあとに行ってください。 
  （増額はいつでも可能です。） 

（保証期間10年の確定年金です。） 

（保証期間15年の確定年金です。） 

● 保険料額の上限を12万／月⇒50万／月へ引き上げます。 
● 保険料額の増額を1,000円単位に変更します。 

既加入者 現在の保険料額を維持できます。 
例：10口の場合、2,400円（1口）×10＝24,000円 
※既加入者の方が増額・減額される場合、新規加入者の制度 
（新ルール）に基づいて増額・減額いただくことになります。 

新規加入者 最小保険料：3,000円 増額単位1,000円 
保険料上限額：500,000円 
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保険料の上限を50万円/月に引き上げると共に、新規加入
（増額・減額）ルールを変更します 

年金受給方法の選択肢が３通りに広がります 

保険料の増額が60歳11ヶ月までできるようになります 

保険料の減額ができるようになります 

 保険料の増額が可能な年齢を60歳11ヶ月まで延長します。（現行は59歳11ヶ月
までです。） 

 保険料の減額ができるようになります。（60歳11ヶ月まで）※ 

 次の３つのパターンから選択することができます。 

終身コース 

10年コース 

15年コース 

65歳から終身にわたってお支払いします。保証期間は15年です。 

65歳から10年間にわたってお支払いします。 

65歳から15年間にわたってお支払いします。 

１．加入者の方に係る制度変更内容（ポイント） ２．年金受給時の制度変更内容（ポイント） 

年金受給を選択した際に適用される利率は年率

1.0％で変更ありません 

（繰上げ・繰延べ年金の選択が可能です。） 

加入期間 10年 20年 30年 

終身コース 4,851 10,210 16,129 

10年コース 11,046 23,247 36,725 

15年コース 7,546 15,881 25,088 

 毎月１万円を払い込んだ場合に受け取ることができる年金額（月額） 

中途脱退時の制度変更内容は 
次頁をご参照ください 

ライフプランに合わせてご選択ください 

各コースの年金額のイメージ 

保険料の引き落とし会社が変更になります 
 2018年４月より保険料の引き落としの委託会社が、りそな銀行からSMBCファイ

ナンスサービスに変更となります。またそれに伴い、通帳の印字が変わります。 
 委託会社変更に際して、口座振替依頼書の再提出をお願いする場合がございます

ので、ご了承ください。（必要な方には別途ご案内致します。） 

振替口座に指定できる金融機関の選択肢が広がります 
 これまで振替口座に指定できなかった、信用金庫や信用組合、農協、労働金庫、

主要ネット銀行が指定頂けるようになります※。 
（※）金融機関によっては指定頂けない場合もございますのでご了承ください。 

薬剤師会退会時の保険の解約（脱退）が必須でなくなります 

保険料中断時にも利率が適用されます 
 保険料の払い込みが困難になった場合には所定の手続きを行うことで、中断前

までに払い込まれた保険料に対して利率を適用します※。 
（※）所定の手続き無く払い込みを中断された場合には、利率が適用されませんのでご注意ください。 

 退会時に年金保険を解約し、一時金を受け取り（今までどおり） 
 退会時に年金保険を解約せず、再入会後再開（新設） 
  ※但し、退会期間中は利率は付与されず、保険料納入はできません。 

（※）一度保険料を減額した場合、次の減額は少なくとも1年以上経過したあとに行ってください。 
  （増額はいつでも可能です。） 

（保証期間10年の確定年金です。） 

（保証期間15年の確定年金です。） 

● 保険料額の上限を12万／月⇒50万／月へ引き上げます。 
● 保険料額の増額を1,000円単位に変更します。 

既加入者 現在の保険料額を維持できます。 
例：10口の場合、2,400円（1口）×10＝24,000円 
※既加入者の方が増額・減額される場合、新規加入者の制度 
（新ルール）に基づいて増額・減額いただくことになります。 

新規加入者 最小保険料：3,000円 増額単位1,000円 
保険料上限額：500,000円 
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お 問 い 合 わ せ 

1 

３．中途脱退時の制度変更内容（ポイント） 

加入10年未満の脱退時に適用される利息を見なおします 

 現在、中途脱退時にお支払いする一時金には利率0.5％が適用されていますが、加
入期間10年未満で脱退される早期脱退時については、利息を以下のように見なお
します 

加入期間１０年以上の中途脱退時に適用される利率は従来どおり

年率0.5％で変更ありません 

加入10年以上 

加入5年以上10年未満 

加入5年未満 

利率は0.5％です。（従来どおり） 

利率は0.5％×1/2です。 

利息は付利されません。 
（払い込まれた保険料をそのままお支払いします。） 

公益社団法人日本薬剤師会 会計・厚生課 TEL.03-3353-1190（担当課直通）FAX.03-3353-6270 

保険料払い込み額の自由度が向上します。 
（払い込み上限額の引上げ、払い込み単位の見直し：2,400円／月→1,000円／月、減額の導入など） 

（※）ただし、65歳で一時金を選択した場合には、加入期間によらず利率0.5％が適用されます。 

全て2018年4月1日以降の変更です。 

● 2018年（平成30年）４月より薬剤師年金保険における幹事銀行が（現）りそな銀行   
  から（新）三井住友信託銀行へ変更となる予定です。この変更につきましては、薬剤師年 
  金保険制度の変更に伴うものであります。従いまして、幹事銀行変更に伴い、薬剤師年金 
  保険制度上で皆様の保険金を管理するシステムも変更となります。 
  システム変更に伴い、薬剤師年金に加入されている年数（月）や加入口数等により、将来

受け取る年金額・一時金額が若干変動することがございますが、現在の保険料をそのまま
納付をし続けた場合、給付額が減少することはありませんので、ご心配には及びませんこ
とを申し添えます※。（ご不明な点は下記問い合わせ先までご連絡ください。） 

 
● 2017年（平成29年）６月、りそな銀行より皆様へ「薬剤師年金保険保険料累計額等   
  ご案内」をお送りいたしております。当該ご案内には、①現在のお申込み内容及びお払 
  込みいただいた保険料のご報告、②日本薬剤師会年金保険制度年金プラン、③口数増加申 
  込書の３点が掲載されご活用いただける形式となっております。 
  しかしながら、制度変更後は、本資料にも記載の通り保険料の払込単位が1,000円単位と 
  なるなど、現制度からの変更点がいくつかございます。 
  つきましては、すでに皆様のお手元にございます「薬剤師年金保険保険料累計額等ご案 
  内」中の上記②及び③は、新たな薬剤師年金制度では、ご参考及びご活用はできなくなり 
  ますので、ご注意いただきますようお願い申し上げます。 
 
● 2017年12月から2018年１月頃に、詳細等について記述した文書を、別途皆様にお送り 
  いたしますので、今しばらくお待ちくださいますようお願いいたします。 
 

４．幹事銀行の変更について 

～薬剤師年金加入者の皆様へ～ 
 日本薬剤師会の会員の皆様を対象とした薬剤師年金保険は時代の変化に応じて制度
内容を変更しながら現在まで存続してきました。足もとでは2017年度策定の財政健全
化計画のもと、運営してまいりましたが、この度2018年４月より、 
 ・安心改革（継続のしやすさ） 
 ・利便性と満足度の向上 
 ・制度の安定性と将来性の向上 
という３つの目的を実現するため一部制度を改定し、新制度として、より一層の健全
化に向けた運営を続けて参りますので、益々のご活用をご検討ください。 
現制度からの主な変更ポイントは以下の通りです。 

＜新＞薬剤師年金保険制度が開始されます 
～2018年4月に新制度へ移行します～ 

制度変更の主なポイント 

振替口座に指定できる金融機関の選択肢が広がります。 
（信用金庫やネット銀行が対象として追加されます。） 

現在の終身年金（15年保証）に加えて確定年金（10年、15
年）が選択できるようになります。 
（年金受給を選択した際に適用される利率は年率1.0％で変更ありません。） 

4 制度改定にあわせて幹事銀行を変更します。 
（りそな銀行から三井住友信託銀行に変更となります。） 

2 

3 

詳細は次のページ以降でご説明致します。 
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